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甲賀市青少年健全育成
市民大会

日　時／ 11月15日（土）13：30～16：30
場　所／甲賀農村環境改善センター
内　容／甲賀中吹奏楽部演奏、中学生

広場意見発表、ガールスカ
ウトによるカラーガード隊、
ボーイスカウトの活動紹介、
子どもの携帯電話を考える
記念講演：
「薬物依存症からの回復」
（びわこダルク施設長・猪

いのせ

瀬健
たけお

夫氏）
※参加費無料

問…生涯学習課
286-8022　586-8380

関西フィルハーモニー管弦楽団
ニューイヤーコンサート

日　時／平成21年１月18日（日）
15：00開演

場　所／あいこうか市民ホール
出　演／指揮者・藤

ふじおか

岡幸
さ ち お

夫、ピアノ・
小
こ や ま

山実
み ち え

稚恵
曲　目／ショパン「ピアノ協奏曲第1番」

J.シュトラウスⅡワルツ「美
しく青きドナウ」他

入場料／一般3,000円
青少年（25歳未満）
　　2,000円
※全席指定

前売券発売／ 11月８日（土）10：00～
※前売券は、あいこうか市民ホール、
ローソンチケット（Lコード53211）、
アルプラザ水口店、甲賀広域勤労者
互助会他で発売（前売で完売した場
合、当日券はありません。）

問…あいこうか市民ホール
262-2626　562-2625

「情報のまど」に掲載している内容の詳細については、
各担当へお問い合わせください。

平
成
21
年
度 

児
童
ク
ラ
ブ
利
用
申
込
受
付

　市では、小学校に通学している児童の保護者が
仕事や介護のため、昼間家庭で監護できない児童
に対し、放課後集団生活の場を提供し、児童の健
全育成を図るため「児童クラブ」（学童保育）を設
置し、NPO法人や保護者の方で運営いただいてい
ます。
　平成21年度の申し込みを下記のとおり行いま
す。なお、平成21年度途中から利用予定の方も、
引き続き利用される方も、この期間に申し込みを
してください。
●利用対象者
　小学校1年生から3年生（各クラブで定員に余裕
があれば6年生まで利用可能）

●利用時間
　平日／放課後〜18時
　土曜日・夏休み・春休み・冬休み／8時〜18時
　（クラブにより異なります）
●利用料金
　平日10,000円（月額）
　夏休み等は別に追加徴収があります。
●申込先
　通学している学校区の
クラブ

※申し込みについての詳し
いことは、各クラブへお
問い合わせください。

問い合わせ
社会福祉課
児童家庭支援担当
☎65-0705
FAX65-4058

児童クラブ名 所　在 学校区 定　員 申し込み期間 電話番号
水口児童クラブ 水口町八坂 水口

決定次第広報でお知らせします。
NPO法人
わくわくキッズ
63-4655

綾野児童クラブ 水口町八坂 綾野
貴生川児童クラブ 水口町三大寺 貴生川
伴谷児童クラブ 水口町伴中山 伴谷
伴谷東児童クラブ 水口町山 伴谷東
柏木児童クラブ 水口町北脇 柏木
土山かしきや児童クラブ 土山町北土山 土山 概ね15名 11月4日㈫〜21日㈮ 66-0872
大野児童クラブ 土山町大野 大野 概ね20名 11月4日㈫〜21日㈮ 67-0302
甲賀町児童クラブ 甲賀町上野 甲賀町全域 概ね25名 11月4日㈫〜21日㈮ 88-2384
甲南そまっこ児童クラブ 甲南町深川 第一 概ね60名 11月4日㈫〜17日㈪ 86-7798
甲南わくわく児童クラブ 甲南町希望ヶ丘 希望ヶ丘 概ね60名 11月4日㈫〜17日㈪ 86-4024
甲南なかよし児童クラブ 甲南町杉谷 中部・第二・第三 概ね20名 11月4日㈫〜17日㈪ 86-1577
小原つばさ児童クラブ 信楽町柞原 小原 概ね15名 11月4日㈫〜21日㈮ 82-4511
雲井くもっこ児童クラブ 信楽町牧 雲井 概ね20名 11月4日㈫〜18日㈫ 83-0717
信楽児童クラブ 信楽町江田 信楽 概ね40名 11月4日㈫〜21日㈮ 82-2010

※申し込み、お問い合わせは平日の15時から18時にお願いします。

夜空旅人（天体観望会）
「背中に羽根をもつ天馬　　　
　　ぺガスス座をみつけよう」

日　時／ 11月8日（土）19：30～21：30
場　所／かふか生涯学習館
※天侯により中止する場合があります。

問・申…かふか生涯学習館
288-4100　588-5055

第28回水口ブロック
女性のつどい

日　時／ 11月22日（土）13：30～15：30
　　　　（受付は13：00～）
場　所／鹿深ホール（水口中央公民館内）
内　容／①朗読劇「いいのかな？女

ひと

と男
ひと

」
（甲賀市人権教育推進協議会
水口支部女性活動部会）
②人権トーク＆コンサート

（辻
つじ

好
よしあき

明さん）

問…水口中央公民館
262-0488　562-3338
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パソコン年賀状作成講習会
日　時／ 11月22日（土）・23日（日）

13：30 ～ 16：00
場　所／生活支援センターあかつき
費　用／無料
内　容／オリジナル年賀状の作成
対　象／甲賀市、湖南市にお住まいの

方、ワードで文字入力できる方
定　員／ 10名（障がいをお持ちの方優先）
申込締切／ 11月14日（金）
※予約通訳・要約筆記が必要な方はそ
の旨お伝えください。

問・申…生活支援センターあかつき
　　 65-4641　 65-4642

国際理解推進事業
第３回グローバルセミナー

「もっと知りたい！身近な中国」
日　時／ 11月30日（日）13：30～16：00
場　所／あいこうか市民ホール展示室
内　容／

講演：「中国・湖南省との相互交流
を通して」

講師：國
くにまつ

松善
よしつぐ

次氏
　　　(財)滋賀県国際協会会長
分科会・テーマ「これから」
中国からの留学生、研修生、市民による
意見交換会
中国楽器 二

に こ

胡・古
こ そ う

筝の演奏
入場料／無料

問…甲賀市国際交流協会
　　 / 63-8728

水口スポーツの森へ行こう　●11月の催し

甲賀市民スタジアム 多目的グラウンド

※時間は変更される場合があるため掲載していません。

日 曜日 大　会　名
2 日 甲賀市野球大会
9 日 甲賀市野球大会
16 日 甲賀市シニア野球リーグ戦
22 土 第3回NOSAIカップ学童野球大会
24 月 第3回NOSAIカップ学童野球大会

日 曜日 大　会　名
3 月 秋季高体連（サッカー）
8 土 甲賀６年生大会（サッカー）
9 日 関西サッカーリーグ（サッカー）

22 土 甲賀市ふれあい交流グラウンドゴ
ルフ大会

23 日 水口ロータリークラブ杯（サッカー）

ミニピンクリボンフェスタ
日　時／ 11月８日（土）
場　所／公立甲賀病院
内　容／

・健康講座（Ｂ棟２階会議室）
第1回11：00～　第2回13：00～

（30分程度、内容はどちらも同
じです。）
演題：「乳腺疾患について」
　　　（沖

お き の

野 孝
たかし

外科部長）
・患者さんの体験報告

（Ｂ棟２階会議室）
11：30～（20分程度） 
演題：「あなたに伝えたい患　
　　者からのメッセージ」

・乳房エコー検査
受付時間　12：00～14：00

・マンモグラフィー見学
（希望者は検査可）
受付時間　12：00～14：00

※参加料、検査料金無料（希望者多数
の場合は、お断りさせていただく事
もあります。）

問…公立甲賀病院
　　262-0234　563-0588

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

大
おお

水
みなくち

口宿
す く ね

禰ッ
っ と

ト
第8回勉強会
曳山祭の保存伝承を考えます！

内　容／講演：長浜曳山祭からみた水
口曳山祭の保存伝承を考え
る（長浜市曳山博物館館長・長
浜曳山囃子保存会副会長
西
にしかわ

川丈
た け お

雄さん）
日　時／ 11月16日（日）14：00～
場　所／水口社会福祉センター福祉

ホール
対　象／中学生以上（小学生以下でも

保護者同伴なら参加可能）
参加費／ 500円（学生は無料）

問…大水口宿禰ット（広瀬）
2090-8984-3463

第28回かえで文化祭
日　時／ 11月15日（土） ・16日（日）
場　所／かえで会館
内　容／作品展示（15日・16日）

　9：30 ～ 15：30
発表会（16日）
　13：30 ～ 15：30
模擬店（16日）
　11：00 ～

問…かえで文化祭実行委員会事務局
　　（かえで会館）
　　286-4363　586-4958

「みなくち観光ボランティ
アガイド」がご案内する街
かどウォーク
水口宿と紅葉の大池寺をたずねて

日　時／ 11月22日（土）
10：00～16：00（少雨決行）

集合・解散／水口歴史民俗資料館前
定　員／ 50名
内　容／水口地域全行程約9キロを

ウォーキング
参加費／ 500円（保険・拝観料等）
その他／弁当、お茶等持参

駐車場は、水口城南駅前・市
役所周辺駐車場を利用

申込方法／電話またはFAXで下記まで
〔11月18日（火）締切〕

問・申…水口町観光協会事務局
　　　　（甲賀市商工観光課内）

265-0708　563-4087

古都・陶都ウォーキング
日　時／ 11月８日（土）　小雨決行
行　程／陶都・しがらき窯元巡り（歩

程約７km、信楽高原鐵道信
楽駅に10：00集合）

申込方法／住所、氏名、電話番号、参
加人数を電話またはFAXで下
記まで。

※参加費1,000円、弁当持参
（本紙10月15日号で掲載した内容が
一部変更となっています。）

問・申…しがらきの郷・歴史ボラン
　　ティアガイドの会（小谷）
　　 / 83-0440

水口歴史民俗資料館
秋季企画展「巖谷小波展」

期　間／ 11月１日（土）～12月14日（日）
場　所／水口歴史民俗資料館第2展示室
開館時間／ 10：00 ～ 17：00（月曜休館）
料　金／大人150円、小中学生80円

（20人以上の団体割引・水口城
資料館との共通券あり）

※関西文化の日〔11月15日（土）・16日
（日）〕は入館料無料
〔臨時休館のお知らせ〕
12月16日（火）は展示替えにより
休館します。

問…水口歴史民俗資料館
262-7141　563-4737
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“きとくれ 甲南 忍者の里”
スタンプラリー

　スタンプ設置場所（“きとくれ甲南　
忍者の里”ののぼり旗を設置）５か所を
訪ね、スタンプを集めます。抽選で温
泉旅館ペア宿泊券、特産品など豪華賞
品が当たります。

期　間／ 11月29日（土）～12月7日（日）

問…甲南町商工会
286-2016　586-5818

みなくち子どもの森を歩こう
「地層から大昔をさぐる」

日　時／ 11月2日（日）14：00～
（１時間程度）

集合場所／みなくち子どもの森自然館前
※事前申込不要。野外を歩ける服装で。

問…みなくち子どもの森自然館
263-6712　563-0466

三雲養護学校 学習発表会
日　時／ 11月14日（金）・15日（土）

いずれも9：45～
場　所／三雲養護学校

（湖南市柑子袋1546）
内　容／ステージ発表、作品展示

問…三雲養護学校
272-4011　572-5547

みなくち子どもの森しぜん学習会
「野洲川で化石をさがそう」

日　時／ 11月24日（月・休）9：00～12：00
集合・解散／みなくち子どもの森自然館前
対　象／小学生以上（小学生は保護者

同伴）
定　員／ 30人（先着順）
申込締切／ 11月23日（日）
申込方法／参加者全員の住所・氏名・

年齢（学年）・電話番号を下記
まで

問・申…みなくち子どもの森自然館
263-6712　563-0466

信楽高校授業作品習作展・
文化部展

期　間／授業作品習作展
～11月13日（木）
文化部展
11月15日（土）～12月３日（水）

場　所／信楽図書館

問…信楽高等学校
282-0167　582-2124

甲南ふれあいの館
ふれあい親子陶芸教室

日　時／ 11月15日（土）10：00～12：00
場　所／甲南ふれあいの館
内　容／オリジナル陶器の作成
定　員／ 25名(先着順)
受講料（材料費を含む）／

大人・中学生　500円
小学生以下　　400円

申込方法／電話・FAXで下記まで

問・申…甲南ふれあいの館
　　 / 86-7551

甲南ふれあいの館
クリスマス・正月用リー
ス作り教室

日　時／ 12月７日（日）10：00～12：00
場　所／甲南ふれあいの館
内　容／ふじつるを使ってクリスマス

や正月に飾れるリースを作成
定　員／ 25名（先着順）
対　象／小学生以上
参加費／ 200円
申込方法／電話、FAXで下記まで

問・申…甲南ふれあいの館
　　 / 86-7551

みなくち子どもの森しぜん学習会
「落ち葉の下の生き物さがし」

日　時／11月30日（日）10：00～15：00
集合・解散／みなくち子どもの森自然館前
対　象／小学生以上
定　員／15人（先着順）
申込締切／11月28日（金）
申込方法／参加者全員の氏名・住所・年

齢（学年）・電話番号を下記まで

問・申…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

みなくち子どもの森
「天体観望会」

日　時／ 11月23日（日）19：30～21：00
（紫香楽天体観測同好会と共催）

集合・解散／みなくち子どもの森自然館
申込方法／参加者全員の氏名・住所・

年齢（学年）・電話番号を下記
まで

※観望できない場合は、室内で星の話
を聞きます。

問・申…みなくち子どもの森自然館
263-6712　563-0466

公 民 館 文 化 祭

問…生涯学習課　286-8319　586-8380

場　　所 開催日 時　　間 問い合わせ

水口中央公民館 11月２日（日）・３日（月・祝） 9：00～17：00 262-0488
562-3338

貴 生 川 公 民 館 11月８日（土） 13：00～17：00 262-2027
563-2203　　 ９日（日） 9：00～16：00

柏 木 公 民 館 11月１日（土） 18：00～21：00 262-0404
563-2204　　 ２日（日） 9：00～16：00

伴 谷 公 民 館 11月１日（土） 14：00～19：00 262-4982
563-6979　　 ２日（日） 9：00～15：00

岩 上 公 民 館 11月９日（日） 9：00～15：45 262-7052
562-7052

山 内 公 民 館 11月14日（金）～16日（日） 9：00～17：00 2/568-0001

碧水荘文化祭
日　時／ 11月14日（金）～16日（日）

9：00～16：00
場　所／老人福祉センター碧水荘
内　容／ 14日～16日 ▼教室生の作品

展示（陶芸、表装、書道、盆栽、
花結び）
16日 ▼ お茶席、絵付け体験、
花結び体験、コーラス、ハン
ドベル、抽選会ほか

問…老人福祉センター碧水荘
262-6080　562-6096

信楽焼（県・市）指定無形
文化財展

期　間／ 11月7日（金）～12月8日（月）
（木曜日休館）

場　所／信楽伝統産業会館1階総合資料室
※入館無料

問…信楽伝統産業会館
282-2345　582-2551

市職員や税務署職員を名乗る不審な電話による振り込め詐欺が
多発しています。皆さんご注意を。
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甲賀市ホームページ　バナー広告を募集しています。
▶詳しくはこちらから　http://www.city.koka.shiga.jp/

2008人権教育連続セミナー
第10回

日　時／ 11月16日（日）13：30 ～ 16：30
場　所／土山開発センター
内　容／「ストリートチルドレン」を通

して考える子どもの幸せと人
権

講　師／工
く ど う

藤律
り つ こ

子さん
あいの土山人権のつどいと
土山青少年育成大会と合同開催

※参加無料。手話通訳、要約筆記があ
ります。

問…人権推進課
　　265-0693　563-4582

11月4日から税務署の電話
は自動音声に変わります

　税金に関する一般的なご相談の方は、
音声案内に従い「１」を選択すると、国
税局電話相談センターにつながります。
　税務署にご用の方は、「２」を選択する
と税務署につながります。

問…水口税務署
　　262-0314

法　律　相　談
日　時／ 11月20日（木）13：00～16：00
場　所／市役所甲南庁舎
※11月６日（木）8：30から予約受付
日　時／ 11月27日（木）13：00～16：00
場　所／水口社会福祉センター
※11月13日（木）から予約受付
定　員／ 6名（1人30分）予約制、先着順
予約先／甲賀市社会福祉協議会

262-8085
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
　　262-8085　 63-2021
　　社会福祉課
　　 65-0700　 63-4085

甲賀支所 自動交付機など
の稼動停止のお知らせ
11月16日（日）9：00～ 12：00

　上記の日時、甲賀支所で電気設備の
点検のため停電となります。この間、
自動交付機や発券機が停止しますの
で、住民票、印鑑証明書、くみとり券
などが発行できません。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。

問…甲賀支所
　　288-4102　588-3104

平成21年（2009年）成人式
日　時／平成21年１月11日（日）
受　付／ 13：30～
内　容／

１部▶記念式典 14：00～14：30
　　　（あいこうか市民ホール）
２部▶新成人の集い 
　　　（各地域分散開催）
※２部の詳細については、実行委員会
で検討中。決定次第、お知らせします。

対　象／昭和63年4月2日から
平成元年4月1日生まれの方

その他／参加対象となっておられる方
への個別の招待状は送付いた
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。（市内在住の有無
を問いません。）

問…生涯学習課
　　286-8022　586-8380

市営駐車場の利用者募集
受付期間／ 11月4日（火）～17日（月）

（土・日を除く9：00～17：00）
使用開始日／ 12月1日（月）
■JR甲賀駅南駐車場

5区画
※申込者多数の場合は抽選となります。
問…生活環境課 生活交通担当

265-0686　563-4582
■JR油日駅前駐車場

1か月　3,000円
問…油日駅を守る会  288-5879
■JR甲南駅前駐輪場

自転車　1,500円/月
原　付　1,800円/月

問…甲南駅前駐輪場  286-0590
受付時間／ 6：15 ～ 9：15、13：00 ～

　14：00、18：30 ～ 20：30

社会保険労務士による労
働（雇用・賃金等）相談

日　時／ 11月12日（水）14：00～16：00
場　所／水口社会福祉センター２階
申　込／要予約（電話で予約を受け付

けます。）
※労働に関するあらゆる相談を受け付
けます。

問・申…商工観光課
　　265-0710　563-4087

弁理士による知的財産権
（特許・実用新案・商標等）相談会

日　時／ 11月12日（水）13：30～16：30
場　所／甲賀町商工会
問・申…水口町商工会
　　262-1676　563-1052

日　時／ 11月26日（水）13：30～16：30
場　所／信楽窯業技術試験場

問・申…信楽窯業技術試験場
　　282-1155　582-1156
※どちらも原則予約制

化学物質過敏症について
　平建材をはじめ、家庭用品や化粧品
などにふくまれる化学物質に敏感に反
応して、様々な症状があらわれる方が
いるといわれています。一度、ある程
度の量の化学物質にさらされますと、
それ以降は、ほんのわずかな量の物質
にも過敏に反応するようになります。
香料等（香水・化粧品など）は化学物質
過敏症の方にとっては、アレルギー症
状や喘息などを誘発することもあるの
で、お互いにやさしい環境づくりを考
えましょう。

問…保健介護課
　　265-0703　 63-4085

食品表示についてのお知らせ
　滋賀農政事務所では、JAS法に基
づく食品表示制度の説明会への講師派
遣を行なっています。また、食品表示
の情報提供や問い合わせを受け付ける
「食品表示110番」を設置しています。
詳しくは下記までお問い合わせくださ
い。

問…農林水産省近畿農政局
　　滋賀農政事務所地域第一課
　　20748-23-3841
　　 0748-23-3844


