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夜空旅人（天体観望会）
「夏の夜空に輝く七夕星」

日　時／ 7月12日（土）19：30〜21：00
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

みなくち子どもの森
しぜん学習会

「夏休みに昆虫観察をしよう！」
日　時／ 7月27日（日）10：00〜12：00
集合場所／みなくち子どもの森
対　象／子ども〜大人
定　員／先着30人
参加費／ 100円
※申込方法、持ち物等は下記まで。

問・申…みなくち子どもの森自然館
263-6712　563-0466

みなくち子どもの森を歩こう
「初夏の昆虫さがし」
日　時／ 7月6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
内　容／子どもの森園内の自然を職員

が案内
※事前申込不要、野外を歩ける服装で。

問・申…みなくち子どもの森自然館
263-6712　563-0466

水口スポーツの森へ行こう
●7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

5 土 近畿少年甲賀支部予選

6 日 近畿少年甲賀支部予選

12〜14 土〜月 第33回社会人東近畿クラブ大会

19〜27 土〜日 滋賀県民体育大会（中学生）

28 月 中体連夏季総体第４ブロック

29 火 滋賀県民体育大会（中学生）

30〜31 水・木 全日本歯科学生野球大会

日 曜日 大　会　名

6 日 甲賀６年生サッカー大会決勝

9 水 JA甲賀郡ゲートボール大会

21〜22 月・火
県中体連夏季総体第４ブロック
サッカー予選

たけのこ児童館
天体観望会「携帯電話の
カメラで月を撮ろう！」

日　時／ 7月11日（金）19：30〜 21：00
場　所／たけのこ児童館
内　容／上弦すぎの月の観測・撮影

（雨天の場合は、星座に関す
るお話、実習）

※参加ご希望の方は当日直接お越しく
ださい。
問…たけのこ児童館
（信楽西教育集会所）

　　282-2361　582-3616

「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。

第1回エコライフ講座
野洲川自然教室

日　時／ 7月21日（月・祝）9：00〜 12：00
※悪天候の場合27日（日）に延期
場　所／野洲川鹿深大橋左岸

（土山町徳原）
内　容／河川の生き物や河川での注意

点などの学習会
対　象／市内小学生・幼稚園児・保育園

児とその保護者（先着200名）

問・申…生活環境課
　　265-0692　563-4582

同時開催「親子さかなつかみ大会」

参加費／ 1人300円（当日徴収します）
申込締切／ 7月15日（火）までに電話で。

問・申…野洲川を愛する会
市井　267-0103
久野　288-4404

あいこうか市民ホール
ロビーコンサート 
第２夜：清水美紀＆中村麻衣子

マリンバアンサンブル

日　時／ 7月25日（金）
19：00開演（18：30開場）

場　所／あいこうか市民ホールロビー
※入場無料（100席限定）

問…あいこうか市民ホール
　　262-2626　562-2625

小学生のための国際理解講座
世界まなびじゅく2008
～第2回スウェーデン～

日　時／ 7月19日（土）10：00〜 12：00
場　所／忍の里プララ
対　象／小学生
参加費／
甲賀市国際交流協会会員　300円
非会員　　　　　　　　　500円
（まなびじゅくファイル2008のあ
る方は100円引）

持ち物／筆記用具・色鉛筆、
まなびじゅくファイル

申込締切／ 7月11日（金）

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

甲南ふれあいの館
ふれあい親子陶芸教室

内　容／オリジナル陶器の作成
日　時／ 7月19日（土）10：00〜 12：00
場　所／甲南ふれあいの館
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

問・申…甲南ふれあいの館
　　 / 86-7551

甲南ふれあいの館
なつかしの体験教室

「かんぴょうむき」
内　容／かんぴょうむきとかんぴょう干し
日　時／ 7月24日（木）、26日（土）

10：00〜12：00
※両日参加のこと

集合場所／甲南ふれあいの館
定　員／各25名(先着順)
受講料／ 200円
問・申…甲南ふれあいの館
　　 / 86-7551

あいの土山
ロビーコンサートVol.1 
マリンバで楽しく遊ぼう！

日　時／ 7月27日（日）
14：00開演（13：30開場）

場　所／あいの土山文化ホールロビー
入場料／ 500円（ドリンク＆スイーツ付）

問…あいの土山文化ホール
　　266-1602　566-1603
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社会保険労務士による
労働（年金・解雇）相談

日　時／ 7月9日（水）14：00〜16：00
場　所／水口社会福祉センター 2階
受　付／電話で予約受付
※予約なしでも可、但し予約優先

問…商工観光課
　　265-0710　563-4087

食中毒の発生しやすい季節になりました。手洗い、うがいを
しっかりと、生食はひかえ加熱を十分にしましょう。

市民ギャラリ−
庭峰墨彩画教室作品展
水口・花みずき教室　日野・南比教室

期　間／ 7月7日（月）〜31日（木）
平日の8：30〜 17：15
但し、31日は15：00まで展示

場　所／土山支所１階ロビー
内　容／墨彩画作品　約30点展示

問…土山支所
266-1101　566-1564

第58回滋賀県文学祭
作品募集

募集部門／小説、随筆・評論、童話、詩、作
詞、短歌、俳句、川柳、冠句、情歌

応募資格／県内に在住、通勤または通
学している方、または県内の
文学団体に所属している方。
（小・中学生除く）

応募締切／８月31日（日）（当日消印有効）
※「募集要項」、「参加申込書」は、滋賀

県文化振興事業団、滋賀県県民文化
課、市教育委員会、公民館等に置い
ています。また、ホームページから
ダウンロードすることもできます。
　http://www.shiga-bunshin.or.jp

問…滋賀文学会
/ 0749-62-2507　　　

（財）滋賀県文化振興事業団
2077-522-6268　
5077-524-6300

放送大学10月入学生募集
募集学生／
●教養学部
科目履修生（6か月在学）、選科履修
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／ 6月15日（日）〜8月31日（日）
資料請求無料

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
2077-545-0362　
5077-545-2096

外国籍生徒の夏休み学習
サポートボランティア募集

日　時／ 7月25日
8月1・8・22・29日
（毎週金曜日13：00〜17：00）

場　所／自主活動センターきずな1Fロビー

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

あなたの花火（記念花火）
を打ち上げませんか

～水口夏まつり記念花火の寄付募集～
日　時／ 7月26日（土）20：00〜20：45

小雨決行（荒天順延）
場　所／野洲川河川敷（水口橋上流）
価　格／４号玉　10,000円
締　切／７月８日（火）
申込方法／代金を添えて下記までお申

し込みください。
※例：結婚記念 甲賀太郎･花子、鹿深

ちゃん誕生祝
※いただいたコメントは、新聞折込チ

ラシに掲載します。

問・申…水口夏まつり実行委員会
（商工観光課内）
265-0708　563-4087

滋賀県レイカディア大学
学生募集

内　容／高齢者のための生涯学習講座
入学資格／ 60歳以上75歳未満の方

（昭和８年10月２日〜昭和23
年10月１日の間に出生の方）

受付場所／市内各支所、市民窓口セン
ター及び保健介護課

申込締切／７月18日（金）まで
※入学願書一式は市内各支所、市民窓

口センター、保健介護課にあります。

問…県レイカディア大学草津校
2077-567-3901　
5077-567-3906

　　保健介護課
265-0696　563-4085

滋賀県弁護士会弁護士による
法　律　相　談

日　時／ 7月17日（木）13：00〜16：00
場　所／甲賀市役所甲南庁舎
※7月3日（木）8：30から予約受付
日　時／ 7月24日（木）13：00〜16：00
場　所／水口社会福祉センター
※7月10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
問…甲賀市社会福祉協議会
　　262-8085　 63-2021
　　社会福祉課
　　 65-0700　 63-4085

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／ 7月9日（水）13：30〜16：30
場　所／湖南市商工会

問・申…水口町商工会
　　262-1676　563-1052

日　時／ 7月23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

甲南B＆G海洋センター
プール営業休止のお知らせ

　甲南B＆G海洋センターのプールは、
プール本体破損のため、昨年より営業
を休止しています。本年も引き続き営
業を休止します。

問…甲南B＆G海洋センター
　　286-6971　586-6984


