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親子プレイステーション事業　〜11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。

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」

法　律　相　談
日　時／11月5日（水）13:00〜16:00
場　所／かふか生涯学習館
※10月22日（水）8:30から予約受付
定　員／６名（1人30分）
申込方法／相談は予約制です

相談日の2週間前から電話・
来所により先着順です。

予約先／甲賀市社会福祉協議会
水口社会福祉センター２階

予約電話番号／ 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10月
31日までの方には、更新申請書を9月
初旬に送付させていただきました。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
がお済みでない方は、10月31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、水口社会福
祉センター内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

柏木地区人権尊重
まちづくりのつどい

日　時／11月16日（日）13：30〜開演
場　所／柏木小学校体育館
内　容／第1部　文化劇「近江天保一揆

義民・藤
ふ じ た

田宗
そ う べ え

兵衛」（柏木地区
宇田出身）

　　　　第2部　プロ歌手「山
やまもと

本慎
し ん や

也歌
謡ショー」

※入場無料（どなたでも参観いただけ
ます）。参観希望者は柏木公民館で
入場整理券を配布します。

問・申…柏木公民館
　　262-0404　563-2204

甲賀市エコフェスタ
エコフリーマーケット出店者募集

日　時／11月15日(土)10：00〜15：30
場　所／碧水ホール周辺（雨天決行）

夜 空 旅 人（天体観望会）
「最果ての兄弟惑星」

日　時／10月25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
　　 88-4100　 88-5055

田代高原の郷　案山子祭り
日　時／11月2日（日）・3日（月・祝）

10：00〜16：00
場　所／田代高原の郷（信楽町田代）
内　容／案山子コンテスト、お化けカ

ボチャコンテスト、「秀明太
鼓」の演奏、ふれあいコンサー
ト、地元産農産物の販売（田代
漬、コンニャク、お米他）

問…田代高原の郷管理組合
　　 / 82-1313

みなくち子どもの森わくわく体験農場
「木の実でハンカチを染め
よう！」

日　時／11月2日（日）9：00〜12：00
場　所／みなくち子どもの森
対　象／子ども〜大人
定　員／15名（幼児は保護者同伴）
持ち物／汚れてもよい服装、帽子、タオ

ル、エプロン、ゴム手袋、実費
300円。

申込方法／参加者全員の氏名（子どもは
年齢か学年）・住所・電話番号を、
10月31日（金）までに下記へ。

問・申…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

土山歴史民俗資料館
秋季企画展「甲賀 水の風景」

期　間／10月18日（土）〜11月30日（日）
場　所／土山歴史民俗資料館第2展示室
内　容／交通･産業･暮らしの資料など

から、野洲川流域の水利用に
ついて紹介。

開館時間／10：00〜18：00
※月・火曜日休館、入館無料

問…土山歴史民俗資料館
　　 66-1056　 66-1067

みなくち子どもの森
大人のための自然講座
「クズのつるで花かごをつくろう！」

日　時／11月16日（日）9：00〜12：00
（雨天決行）

対　象／中学生以上（定員20名）
持ち物／野外に出る服装、材料費200円、

エプロン、花バサミ（あれば）
申込期限／11月14日（金）

問・申…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

あすぱる甲賀主催
子育て講座

シンガーソングライターあまりあさん歌＆トーク

信　　楽
日　時／11月19日（水）10：00〜12：00
場　所／信楽子育て支援センター
定　員／ 10組（要申込）

甲　　南
日　時／11月20日（木）10：00〜11：15
場　所／甲南青少年研修センター

土　　山
日　時／11月21日（金）10：15〜11：30
場　所／土山支所2階

水　　口
日　時／11月28日（金）10：30〜11：30
場　所／水口子育て支援センター（要申込）
※参加無料。対象は市内在住で0歳か
らの未就園児とその保護者。

問・申…各子育て支援センター
　　水口　 / 65-5511
　　土山　 66-0375
　　甲南　 / 86-0949
　　信楽　 / 82-2799

 開催時間　10：00 〜 12：00

●14日（金）信楽中央公民館
　「親子で体あそび」
●28日（金）信楽中央公民館
　「布ぞうりを作ろう」①

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

●13日（木）岩上公民館
　「子育てに音楽を」
●20日（木）貴生川公民館
　「冬のカレンダーづくり」
　持ち物／はさみ
●25日（火）柏木公民館
　家庭教育ミニ講座
●27日（木）水口図書館
　「おはなしの会」　10：30〜

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

●   6日（木）佐山荘
　「親子でスキンシップ」
●27日（木）上野教育集会所
　「親子でスキンシップ」

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

● 17日（月）
　講座「冬の健康管理について」
　定員／20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　10：00 〜 11：30

● 28日（金）
　「木の実のメダルを作ろう」
　持ち物／木工用ボンド（全員）
　松ぼっくり　木の実（ある人のみ）
　定員／15組（要申込）
　問・申…かえで会館

86-4363　 86-4958

かえで子育て広場

秋のやまなみバザー市
物品供出のお願い

供出いただける物品／洗剤、調味料、台
所用品、日用雑貨、食器、家具、
おもちゃ、子ども用品、タオ
ル、シーツ等

※ご協力いただける方は下記まで連絡
ください。物品を引き取りにお伺い
します。
※バザー市は10月26日（日）13：00〜
16：00、甲南体育館で開催。

問…社会福祉法人やまなみ会
　　「やまなみ工房」（山下）
　　286-0334　586-8911

古都・陶都ウォーキング
日　時／11月16日（日）（小雨決行）
行　程／Ａコースは古都・紫香楽宮跡、

Ｂコースは陶都・しがらき窯
元巡り（歩程約７km）

集合場所・時間／Ａコースは信楽高原
鐵道紫香楽宮跡駅に、Ｂコー
スは同信楽駅に10：00集合

※参加費1,000円、弁当持参
持ち物／弁当
申込方法／住所、氏名、電話番号、参加

人数を下記まで。

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

区　画／2.5×3.5メートル （車両乗り
入れ不可）

定　員／先着15組（出店無料）
出店資格／市内在住の方で11月6日

（木）19：00からの説明会に出
席できるアマチュアの方。

申込方法／氏名、住所（郵便番号も）、電
話番号、FAX番号、主な出店物
を明記の上、持参、郵送、FAX、
Eメールいずれかで下記へ。

申込締切／10月31日（金）必着

問・申…甲賀市役所生活環境課
〒528-8502 水口町水口6053番地
　　 65-0692　 63-4582
E-mail：koka244000＠city.koka.shiga.jp

第21回全国スポーツ・レクリエーション祭（スポレク滋賀2008）
2008年10月18日（土）〜21日（火）開催

ターゲットバードゴルフ〈水口スポーツの森〉バウンドテニス〈土山体育館〉

宇川会館文化祭・前夜祭
前夜祭／11月１日（土）17：00〜

人権ライブ、創作解放劇、合
奏・手話による合唱、展示など

文化祭／11月２日（日）9：30〜15：00
各学習会からの発表他、午前：人
権コンサート「えびすライブ」

※いろいろな食べ物の屋台村もあります。

問・会場…宇川会館
　　 / 62-4109

小学生のための国際理解講座
世界まなびじゅく2008

第４回「コレジオサンターナ祭りに行こう」
日　時／ 11月８日（土）８：45 〜 15：00
場　所／集合解散は自主活動センター

きずな、愛荘町のブラジル人学
校をバスで訪問

対　象／小学生と保護者、大人
参加費／会員子ども300円、大人600

円　非会員子ども500円、大
人1,000円。2008年度のファ
イルがある方は100円引き

（バス代、保険、入場料を含む。
飲食代は個人負担）

定　員／52名
申込締切／11月４日（火）

問・申…甲賀市国際交流協会
　　 / 63-8728
　　（月～金 10：00 ～ 17：00）


