
「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます
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水口スポーツの森へ行こう10月

◎年間予約に供しない一般利用者のための確保日（１月分）のお知らせ　

　●野球場（市民スタジアム）…1月6日（土）・7日（日）  

　●多目的グラウンド…1月6日（土）・7日（日）

　●締切日…10月31日（火）　●抽選日…11月5日（日）

●野球場（市民スタジアム） ●陸上競技場●多目的グラウンド

水口スポーツの森　TEL / FAX 62-7529問合せ

開催日
利用予定
時間

事業・大会名等

7日（土）・
8日(日）・
9日（月・祝）

9:00 ～
17:00

東日本大震災復興支援事業　
第５回甲賀湖南学童軟式野球
大会ダイヤモンドソサエティ
梨田昌孝杯争奪戦【小学生】

12日（木）～
15日（日）

8:30 ～
22:00

第50回日本女子ソフトボールリーグ
１部リーグ【日本ソフトボールチーム】

20日(金）
8:30 ～
17:00

滋賀県秋季総合体育大会　
甲賀地区大会【中学生】

28日（土）
第15回近畿軟式野球選手権
県代表決定大会【一般】

開催日
利用予定
時間

事業・大会名等

1日（日）・8日(日）
9:00 ～
17:00

高円宮杯U-15サッカー大会
2017滋賀県【中学生】

7日(土）
8:30 ～
16:00

第７回甲賀市協会レディース交歓
グラウンドゴルフ大会【成人】

9日(月・祝）・
15日（日）・29日（日）

8:30 ～
17:00

甲賀市Ｕ-12リーグ8人制
サッカー【小学生】

11日(水）
9:00 ～
13:00

いきいき倶楽部グラウンド・
ゴルフ大会【成人】

26日(木） 8:30～17:00 秋季高校総体サッカー競技【高校生】

28日(土）
8:30 ～
16:00

第13回甲賀市長杯争奪
グラウンドゴルフ大会【成人】

開催日
利用予定
時間

事業・大会名等

4日(水）
8:30 ～

16:50

甲賀市小学校陸上記録会

【小学６年生】

9日(月・祝）

9:00 ～

17:00

第52回関西サッカーリーグ

21日(土）
第19回日本フットボールリーグ　
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水口スポーツの森へ行こう
10月

■場所：みなくち子どもの森、自然館

■対象： 幼児から大人まで

■参加費： 無料

■申込み： 不要 (定員あり)

◆しぜんさんぽ（自然散歩）

　 10月21日（土）  

14:00 〜 15:00

10月

みなくち
子どもの森の催し

みなくち子どもの森自然館 

 TEL 63-6712　 FAX 63-0466
問合せ

地域の歴史に親しむ集い
～甲賀編～

催し

■日時： ９月30日（土）13時30分

■場所：鹿深夢の森「くすり学習館」

■内容： 今回は、甲賀忍者と配置売薬に

ついて学びます。

■対象：どなたでも

■参加費： 無料

■申込： 不要

　　　 甲賀市観光協会  

　　　 TEL 60-2690　 FAX 60-2362
問合せ

気軽にお話ししましょう
婚活 café かふか

催し

■日時： ９月22日（金）19時～ 21時  

（途中入退出可）

■場所： 水口社会福祉センター 福祉ホー

ル（水口町水口5609）

■内容： 参加者同士で気軽に婚活や結婚

について情報交換しましょう。

■対象者： 独身の方

■持ち物： 参加者で飲食できる飲み物・

おやつ等（アルコール類は不可）

　　　 地域コミュニティ推進課  

　　　 交流推進係  

　　　 TEL 69-2114　 FAX 63-4554

問合せ

甲賀市障がい者
就職面接会

催し

■日時： 10月５日（木）13時30分～ 15時

30分（受付開始13時）

■場所：碧水ホール（水口町水口5671）

■対象： ・ 市内で就職を希望する障がい

のある方 

　　　　・ 平成30年３月に大学（院）、短

期大学、高等専門学校等を卒

業予定の学生（卒業後３年以

内を含む）

■持ち物： 障害者手帳、ハローワークカー

ド、履歴書（複数枚）をお持ち

ください。

■その他： 申込不要・参加無料、手話通

訳あり

出展企業一覧

No. 企業名・事業所名 住所

1
㈱ルピシア 
滋賀水口工場

水口町ひのきが丘
36-7

2 NEC ライティング㈱ 水口町日電 3-1

3 ㈱アークレイファクトリー 甲南町柑子 1480

4 日本観光開発㈱
甲南町杉谷

（新名神甲南 PA 上下他）

5 甲賀農業協同組合 水口町水口 6111-1

6 日新薬品工業㈱ 甲賀町田堵野 80-1

7 福島工業㈱ 水口町さつきが丘 26

8 ㈱日立建機ティエラ 水口町笹が丘 1-2

9
タカラスタンダード㈱
滋賀工場

水口町さつきが丘 28

10 甲賀市役所 水口町水口 6053

５５歳以上の
県内在住者対象
ガイドヘルパー講習会

催し

■日時： 10月５日（木）～ 11月９日（木）  

９時～16時（土日を除く11日間）

■場所：シルバー連合会事務所（大津市）

■内容： 視覚障がい者の外出支援の技術

を学び資格取得をめざします。

■定員： 20人（受講者選考面接あり）

■参加費： 無料  

（交通費、昼食代は自己負担）

■申込締切： ９月25日（月）

　　　 滋賀県シルバー人材センター連合会 

　　　 TEL 077-525-4128  

　　　 FAX 077-527-9490

問合せ

申込み

福祉の仕事 就職フェア 催し

■日時： 10月１日（日）13時～ 16時  

（受付開始 12時30分）

■場所：忍の里プララ

■内容： 甲賀市・湖南市の高齢者および

障がい者（児）施設の合同就職説

明会

「健康教室」
～冬の感染予防について～
水口医療介護センター

催し

■日時：10月10日（火）14時～

■場所： みなくち診療所  

リハビリテーション室

■講師： 診療所スタッフ

■定員： 20人程度

■参加費： 無料

■申込方法： 電話で下記まで  

（当日参加も可）

　　　 みなくち診療所  

　　　 TEL 62-3346　 FAX 63-1728

問合せ

申込み

第37回かえで文化祭 催し

■日時： 10月14日（土）・15日（日）  

9時30分～ 15時

■場所：かえで会館（甲南町）　

■内容： 14日　展示  

15日　 展示・体験コーナー  

模擬店（11時～完売まで）

　　　 かえで会館  

　　　 TEL 86-4363　 FAX 86-4958
問合せ

　まちづくり等で活躍されている方のお話

が聞けるまちづくりサロンを開催します。

● 水口岡山城をまちのシンボルに！  

市民目線で盛り上げよう！

■日時： 10月14日（土）10時～ 12時

こうかのまちを  
もっと好きになる
甲賀まちづくりサロン参加者

募集

　楽しくおしゃべりしながら、甲賀のまち

づくりを考える一歩を踏み出しましょう。

お一人でも気軽にご参加ください。

■日程： ①10月15日（日）　②11月 5日（日） 

③12月16日（土）　④ 1月13日（土） 

⑤ 2月 3日（土）

■時間： 10時～ 12時

■場所： ①③⑤は、マルシェ 501  

（水口町新城501番地）

　　　　②は、信楽町 げなげな市

　　　　④は、甲南町 やまなみ工房

■対象： 市内在住、在学、在勤の女性の方

■定員： 先着20人　

わたし目線のまち発見
「女性のための
ビギナーズカフェ」受講生

募集

■日時： 10月26日（木）～ 12月7日（木）

の毎週木曜日  

（11月23日（木・祝）は除く）  

13時30分～ 14時30分（全6回）

■場所： 岩上体育館

■内容： バドミントンなどさまざまなスポー

ツに挑戦し、日ごろの運動不足

を解消しよう。

■対象： 市内在住、在勤、在学のいずれ

かに該当する18歳以上の方（高

校生不可）

■定員： 先着20人

■参加費： 1,500円（保険料含む）

■申込締切： 10月20日（金）

■申込方法： 水口・岩上・土山体育館、

甲南Ｂ&Ｇ海 洋センター、

信楽中央公民館まで直接お

申し込みください。

　　　 文化スポーツ振興課  

　　　 スポーツ振興係  

 　　    TEL 86-6971　 FAX 86-6984

問合せ

スポーツレクリエーション
教室受講生募集

募集

■募集期間： 10月２日（月）～ 12日（木）

■募集件数： 16件  

（応募者多数の場合は抽選）

■対象： 民間の賃貸住宅入居者で市営住

宅入居基準等を満たす方

■申込方法： 募集案内や申込書等は、９

月25日（月）から下記で配付

します。

※ 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

　　　 住宅建築課 公営住宅係

 　　    TEL 69-2212　 FAX 63-4601

問合せ

申込み

民間賃貸住宅入居者へ
～月額最大２万円を  
家賃補助～

募集

※ ５回全て受講することが望ましいですが、

都合により参加できない場合も受講可能

です。

■参加費： 各回500円程度

■申込締切： 10月５日（木）

■申込方法： 電話にて下記までお申し込

みください。

※ 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

　　　 地域コミュニティ推進課  

　　　 地域コミュニティ推進係 

 　　    TEL 69-2113　 FAX 63-4554

問合せ

申込み

■場所： 水口中部コミュニティセンター

■講師： 一般社団法人　水口岡山城の会

　　　　小
こ

山
やま

　剛
つよし

さん、池
いけ

田
だ

吉
よし

希
き

さん

■定員： 先着20人

■参加費： 300円（お菓子、お茶代）

■申込締切： 10月２日（月）

● 朝宮茶を使ったプロモーション

■日時： 10月28日（土）10時～ 12時　

■場所： 朝宮コミュニティセンター

■講師： 茶
ちゃ

夢
ーむ

あさみや　黒
くろ

田
だ

須
す

賀
が

子
こ

さん、

北
きた

田
だ

順
じゅん

子
こ

さん

■定員： 先着20人

■参加費： 300円（お菓子、お茶代）

■申込締切： 10月16日（月）

　　　 地域コミュニティ推進課  

　　　 地域コミュニティ推進係 

 　　    TEL 69-2113　 FAX 63-4554

問合せ

申込み

■参加費： 無料

■申込： 不要

※ 資格・経験のない方、お子様連れの方

も気軽にお越しください。

　　　 社会福祉課 福祉総務係  

　　　 TEL 69-2157　 FAX 63-4085
問合せ

※ 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

　　　 商工労政課 労政係  

　　　 TEL 69-2188　 FAX 63-4087
問合せ


