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親子プレイステーション事業　〜1月の行事予定〜

※参加対象は、甲賀市内の未就学児とその保護者の方です。どの地区の活動にも自由に参加していただけます。
※行事予定の詳しい内容については、各担当にお問い合わせください。

親子プレイステーションは、「体験」や「ふれあい遊び」・「学び」などを通して、家庭教育サポーター
（生涯学習支援ボランティア）の協力のもと「子育て」の時間をゆたかに深めるための場所です。

 開催時間　10：00 〜 12：00

●９日（金）信楽中央公民館
　「お正月あそびを楽しもう」
●23日（金）信楽中央公民館
　「節分のつどい 〜世代間交流〜」

問…信楽中央公民館
82-8075　 82-2463

（信楽）（信楽）スマイルキッズ

 開催時間　10：00 〜 12：00

●８日（木）岩上公民館
　「子育てに音楽を」
●15日（木）貴生川公民館
　「キッズ書き初め」
　※汚れてもよい服装でご参加ください。
●27日（火）柏木公民館
　「季節行事を楽しむ 〜節分〜」
●29日（木）水口図書館
　「乳幼児おはなし会」

問…生涯学習課
86-8022　 86-8380

おしゃべりサロンおしゃべりサロン
（水口）（水口）子育て広場

 開催時間　10：00 〜 12：00

●８日（木）佐山荘
　「お正月あそびをしよう」
●29日（木）上野教育集会所
　「お正月あそびをしよう」

問…かふか生涯学習館
88-4100　 88-5055

（甲賀）（甲賀）ホッとスペース

 開催時間　10：00 〜 12：00

●23日（金）
　「バルーンアート」
　定員／15組(先着順・要申込)

　問・申…にんくる児童館
88-5692　 88-5696

（甲賀）にんくる子育て広場

 開催時間　10：30 〜 11：30

●16日（金）
　「リトミックを楽しもう」
　定員／30組（先着順・要申込）
　※運動のできる服装でご参加ください。
　問・申…かえで会館

86-4363　 86-4958

かえで子育て広場

サントピア冬の教室
受講生募集

英会話教室
日　時／1月7日（水）〜3月18日（水）　

全10回　19：00〜21：00 
定　員／10名
受講料／1,500円
場　所／勤労青少年ホーム会議室

料理教室
日　時／1月16日（金）〜3月27日（金） 

全10回　19：00〜21：00 
定　員／20名
受講料／6,800円
場　所／勤労青少年ホーム料理教室

あいの土山文化ホール
ピアノコンサートシリーズvol.4
三
み う ら

浦友
ゆ り え

理枝　ピアノリサイタル
日　時／12月21日（日）
　　　　14：30開演（14：00開場）
場　所／あいの土山文化ホール
出　演／三

み う ら

浦友
ゆ り え

理枝
入場料／
前売　一般1,800円、小中高生900円、
　　　親子ペア券2,300円
当日　一般2,000円、小中高生1,000円、
　　　親子ペア券2,500円

問…あいの土山文化ホール
　　 66-1602　 66-1603

みなくち子どもの森自然館 特別展
「たねがいっぱい！・実が
いっぱい！〜子どもの森
のたねコレクション〜」
クイズや土日祝日はクラフトあり

期　間／12月17日（水）〜3月8日（日）
　　　　9：00〜16：30
場　所／みなくち子どもの森自然館
入館料／大人200円、小中学生100円
休園日／月曜日（1月12日（祝）は開

館）、祝日の翌日、年末年始
（12月28日〜1月3日）

問・申…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

あいこうか市民ホールロビー
コンサート　2ndシリーズ
ワンコインで楽しむ
ワールドミュージック

vol.1：緩
ゆるゆる

緩と遊ぶクリスマス
日　時／12月26日（金）
　　　　18：30開演（18：00開場）

みなくち子どもの森
冬休みショートコース

12/20（土） ミニツリーを作ろう
12/21（日） ミニ色紙「モーすぐわし

の年がくる」
12/23（火・祝）紙粘土で干支づくり「カ

ラフル・ウシ人形」
12/27（土）「雪と氷のサイエンス」ダイヤ

モンドダストを作ろうなど
1/10（土） 木の実クラフト「キノコ

とドングリちゃん」
1/11（日） 石ころにペイントしよう！
1/12（月・祝） 木の実クラフト「仲良し・

森のブランコ」
時　間／各回とも14：00〜（1時間程度）
※事前申込不要。定員30名（開始15分
前から受付）。

材料費／各回1個100円。材料費以外に
自然館入館料（大人200円、小
中学生100円）が必要。

問・申…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

放送大学4月入学生募集
募集学生／
●教養学部…科目履修生（6か月在学）、

選択履修生（1年間在学）、全科
履修生（4年以上在学）　

●大学院…修士科目生（6か月在学）、修
士選科生（1年間在学）

出願期間／12月15日（月）〜2月28日（土）

問…放送大学滋賀学習センター
　　（龍谷大学瀬田キャンパス内）
〒520-2123 大津市瀬田大江町横谷1-5
　　 077-545-0362
　　 077-545-2096

エアロビクス教室
日　時／1月8日（木）〜3月19日（木）　

全10回　19：00〜20：00 
定　員／30名
受講料／1,000円
場　所／共同福祉施設教養文化室

パワーヨガ教室
日　時／1月9日（金）〜3月13日（金）　

全10回　19：30〜20：30 
定　員／20名
受講料／500円
場　所／勤労青少年ホーム講習室・談話室

《共通事項》
申込期間／12月19日（金）までの
　　　　　 9：00〜21：00
※定員を超えた教室は、12月19日21：00
から公開抽選を行います。

申込場所／サントピア水口勤労青少年
ホーム窓口（電話、代理申込不可）

対　象／4月1日現在で15歳以上35歳
以下の方（中高生は除く）

申し込みに必要なもの等、詳しくは下
記まで。

問・申…勤労青少年ホーム
　　 63-2952　 63-6788

法　律　相　談
日　時／1月7日（水）13:00〜16:00
場　所／老人福祉センターフィランソ土山
※12月24日（水）8:30から予約受付
※相談は予約制で先着6名（1人30分）です。
予約先／甲賀市社会福祉協議会
　　　　62-8085
相談員／滋賀県弁護士会所属の弁護士
※相談は無料で秘密は厳守します。

問…甲賀市社会福祉協議会
　　 62-8085　 63-2021
　　社会福祉課　健康福祉政策担当
　　 65-0700　 63-4085

要介護認定・要支援認定
更新手続きのご案内

　現在、要介護・要支援認定を受けて
おられる方で介護保険被保険者証に書
かれている有効期間が平成20年12月
31日までの方には、更新申請書を11
月初旬に送付しました。今後も継続し
て介護保険サービスの利用をご希望さ
れる方で、更新申請手続きがまだの方
は、12月26日(金)までのなるべく早
い時期に最寄りの支所又は市民窓口セ
ンター、保健介護課で手続きをしてく
ださい。

問…保健介護課　介護保険担当
　　 65-0699　 63-4085

平成21年（2009年）
甲賀市成人式

期　日／1月11日（日）
場　所／あいこうか市民ホール
対　象／昭和63年4月2日〜平成元年4

月1日生まれの方
日　程／
13：30〜 開場　受付
14：00〜14：30 記念式典
15：00〜 新成人の集い
※新成人の集いは次の時間・会場で開催
15：00〜18：00 水口社会福祉センター
15：00〜17：30 水口中央公民館
  （鹿深ホール）
15：30〜18：30 土山開発センター
15：00〜19：00 かふか生涯学習館
15：00〜18：30 忍の里プララ
15：15〜18：30 信楽中央公民館
※参加対象者へは個別に招待状は送付
しませんが、対象生年月日該当の方
であればどなたでも参加できます。

工業統計調査にご協力を
　平成20年工業統計調査を12月31日現
在で実施します。この調査は、製造業を
営む全ての事業所が対象で、12月から1
月にかけて調査員がお伺いします。
　調査票に記入していただいた内容につ
いては統計法に基づき秘密が厳守されま
すので、正確な記入をお願いします。
　調査員は「調査員証」を必ず携行してい
ますので、ご確認のうえ調査にご協力く
ださい。

問…企画政策課　企画政策担当　
　　 65-0670　 63-4554

甲賀市美術展覧会
第4回 期間  2009．2．28（土）〜3．8（日）

会場  あいこうか市民ホール、碧水ホール

子どもたちの健やかな成長のために
 「早寝・早起き・朝ごはん・読書・運動・あいさつ」

（市内在住の有無を問いません）
※駐車場の不足が予想されますので、
公共交通機関をご利用ください。
※本人以外の入場はできません。ただ
し、付き添いが必要な場合は、事前に
ご連絡ください。

問…生涯学習課　青少年対策室
　　 86-8022　 86-8380

絵てがみ募集
第３回「絵てがみ」を送ろう！

応募方法／市内各図書館に設置の紫香
楽和紙ハガキ（無料）に絵てが
みを書いて下記まで郵送

作品テーマ／年賀状
応募締切／1月13日（火）までにポスト

に投函してください
●絵てがみ展（２月開催予定）
場　所／ワークセンター紫香楽

問・申…ワークセンター紫香楽（今澤）
　　〒529-1812 信楽町神山494-1
　　 82-2198　 82-2199

紫香楽病院年末年始の
小児科診療

休　診／12月27日（土）〜1月4日（日）
（急患は当直医が診察）

小児科医による診察／
12月30日（火）、1月2日（金）
8：30〜11：00

問…紫香楽病院
　　 83-0101　 83-1262

場　所／あいこうか市民ホールロビー
出　演／緩緩
内　容／キューバやメキシコ、ブラジルな

どのラテン音楽をお届けします。
入場料／500円（※100席限定）
チケット販売／あいこうか市民ホー

ル、あいの土山文化ホール、忍
の里プララ、アルプラザ水口
で発売中

問…あいこうか市民ホール
　　 62-2626　 62-2625


