
病院・施設お迎え　もしも・・・の時に
甲賀斎苑ご利用でのご葬儀
　　　　　　　自宅ご葬儀も承ります

かふか（甲南・甲賀）セレモニーホール
（株）水口福祉社 TEL62-3055
本社　甲賀市水口町高塚8-1　FAX 62-3127

あいこうか薬局

自分らしく 健康長寿

甲賀市水口町松尾830-2　☎0748-65-6636

第６４回 
信楽中央病院 健康塾

催し

■日時：�11月15日（水）14時～ 16時
■場所：�信楽保健センター １階
■内容：�講座「高血圧」  

冬場に向けて高血圧予防
■定員：�約20人
■参加費：�無料
■申込方法：�電話・ＦＡＸ・直接申込で

下記まで
■申込締切：�11月８日（水）
　　　 信楽中央病院  
　　　 TEL 82-0249　 FAX 82-3060
問合せ
申込み

第３回 甲賀市
視覚障がい者の集い

催し

■日時：�11月18日（土）10時～15時30分

■場所：�水口社会福祉センター 福祉ホール

■内容：�福祉制度の説明、視覚障がい者
の講演、相談コーナーなど

■対象：�市内在住の視覚障がいの方とそ
のご家族

　　　 甲賀市視覚障害者福祉協会 松本 
　　　 TEL 86-3275
問合せ

音楽愛好家による
音のリレー
～ピアノリレーコンサート～

催し

■日時：�11月26日（日）  
13時開演（12時30分開場）

■場所：�あいの土山文化ホール
■内容：�スタインウェイピアノの演奏（ソ

ロ・連弾・ピアノを主体とするア
ンサンブル等）でつなぐコンサート

■入場料：�無料
　　　 あいの土山文化ホール（月曜休館） 
　　　 TEL 66-1602　 FAX 66-1603
問合せ

地域の歴史に親しむ
集い ～甲南編～

催し

■日時：�11月19日（日）13時30分～

■場所：�忍の里プララ

■内容：�第10回忍者検定Ｑ＆Ａと解説

■対象：�興味のある方は、どなたでも参加可

■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

期間中は入館料無料
関西文化の日

催し

　「関西文化の日」は、文化が息づく関西
を広くアピールする機会で、11月の第３
土・日曜日に各館で入館料無料期間を設
けています。

（＊印の館は通常も無料）

■無料期間：�11月18日（土）・19日（日）

●�水口歴史民俗資料館� �
TEL 62-7141　 FAX 63-4737

●�水口城資料館� �
TEL 63-5577

滋賀の医療福祉を守り
育てる県民フォーラム

催し

■日時：�11月12日（日）13時～ 16時30分
■場所：�Ｇ－ＮＥＴしが（近江八幡）
■内容：
　●�記念講演  

テーマ  ｢死ぬことと生きるは同じ ～夫・
金
かね

子
こ

哲
てつ

雄
お

の死に伴走して～」
　　講師： 金

かね

子
こ

稚
わか

子
こ

さん  
（終活ジャーナリスト）

　●  啓発劇  
�テーマ  ｢ダブルケア（育児と介護の同

時進行）」
　●  川柳コンテスト発表
■参加費：�無料
■申込方法：�電話で下記まで
　　　 医療福祉・在宅看取りの地域創造会議
　　　 運営事務局  
　　　 TEL 077-528-3529　  
　　　 FAX 077-528-4851

問合せ
申込み

クリーンセンター滋賀
感謝祭イベント

催し

■日時：�11月11日（土）10時～ 15時
■場所：�クリーンセンター滋賀場内  

（甲賀町神645）
■内容：� �
　① モデルロケット制作と打ち上げ  

（当日9時30分から11時まで受付   
先着30人　無料）

　②子ども電気自動車体験
　③似顔絵
　④ 地元特製「炊き込みごはん、豚汁」  

（無料）
※来場者には粗品をプレゼント
　詳しくは下記ホームページをご覧ください。
　　　 （公財）滋賀県環境事業公社  
　　　 TEL 88-9191　 FAX 88-6322  
　　　 ホームページ  
　　　 http://www.shiga-kj.com/

問合せ

夜
よ

空
ぞ ら

旅
た び と

人（天体観望会） 催し

「レグルスが月に隠される」
■日時：�11月11日（土）  

19時30分～ 21時30分
■場所：�かふか生涯学習館
■内容：�天王星、海王星などの観望
■定員：先着20人
■申込方法：�電話で下記まで
■申込締切：�11月10日（金）
※天候不良、申込者少数の場合は中止します。
　　　 かふか生涯学習館  
　　　 TEL 88-4100　 FAX 88-5055
問合せ
申込み

人権教育連続セミナー
第７回

催し

■日時：�11月18日（土）10時～11時40分

■場所：�土山開発センター

■内容：�講演「インターネット社会と人権」

■講師：�原
はら

 清
きよ

治
はる

さん  
（佛教大学教育学部教授）

■参加費：�無料（申込不要）

■その他：�託児あり（要申込・先着10人・
申込締切 11月10日（金））  
手話通訳・要約筆記あり

　　　 人権推進課 人権教育室  
　　　 TEL 70-0022　 FAX 70-3016
問合せ
申込み

甲賀市総合防災訓練 催し

■日時：�11月19日（日）  
８時30分～ 12時20分

■場所：�土山体育館およびその周辺  
（土山町北土山）

■内容：�災害図上訓練（ＤＩＧ）、火災防
ぎょ訓練、土のう製作訓練、炊
き出し訓練、火災時の煙体験、
水消火器訓練、パネル展示等　

※一般見学可能

　　　 危機管理課 防災危機管理係  
　　　 TEL 69-2103　 FAX 63-4619
問合せ

第２５回 さわらびまつり 催し

■日時：�11月12日（日）10時～ 15時
■場所：�水口社会福祉センター
■内容：�ふれあいバザー・模擬店・ステー

ジ・キッズコーナー他  
※雨天時はバザーのみ開催　  

うたごえ喫茶 in 伝馬館 催し

■日時：�11月25日（土）  
13時30分～ 15時30分

■場所：�東海道伝馬館　
■内容：�生ギター伴奏（宮

みや

原
はら

春
はる

彦
ひこ

氏）に合
わせ歌謡曲や唱歌を合唱

■定員：�先着50人（事前申し込み要）
■参加費：�500円（ミニライブ・茶菓子代）
■申込方法：�直接来館または電話で下記

まで
　　　 東海道伝馬館（月・火休館）  
　　　 TEL / FAX 66-2770
問合せ
申込み

催し甲賀市工業会10周年記念事業
吉
よ し

田
だ

沙
さ

保
お

里
り

さん・栄
さかえ

和
か ず

人
ひ と

さん記念講演会

P I C K U P

■日時：�12月16日（土）  
９時30分～ 11時10分

■場所：�忍の里プララ 多目的ホール
■内容：�「吉田沙保里さん・栄和人さん

トークショー」
■定員：�300人
■入場料：�無料
■応募条件：�市内に居住または通学・

通勤する小学生以上の方
■�申込方法：市工業会のホームページ

またはＦＡＸ、ハガキに以下の項目を
記入し、右記まで応募ください。

　①参加希望人数（１人または２人）
　②住所
　③氏名（ふりがな）・年齢
　④車椅子の希望・介添え者数
　▼応募は１人１回のみ
　▼１回の応募で2人まで申し込み可能
　▼ 参加人数を２人で申し込みする場

合は、上記条件を２人とも満たして
いること

　▼ 応募者多数の場合は抽選とし、当
選者の発表は11月末までに「入場
整理券」の発送をもってかえさせて
いただきます。

■申込締切：�11月15日（水）17時必着

※ 都合により、講演者が変更になる場
合があります。

※ 詳しくは、市工業会ホームページを
ご覧ください。

　　　 商工労政課   
　　　 甲賀市工業会「記念講演会」係 
　　　 〒528-8502   
　　　 水口町水口6053番地 
　　　 TEL 69-2187　 FAX 63-4087  
　　　 ホームページ  
　　　 http://www.koka-ia.jp/

問合せ
申込み

▲吉田さんと栄さん

人形劇団むすび座 滋賀県巡回公演 人形劇
「だってだっての おばあさん」「1・2・3かく・４かく○（まる）」

催し

■日時：�12月10日（日）  
11時開演（10時40分開場）

■場所：�忍の里プララ
■入場料：�前売1,000円、当日1,300円  

（３歳以上有料、大人子ども同
一料金）全席自由

■前売チケット販売所：� �
　�忍の里プララ、あいこうか市民ホール、

碧水ホール、あいの土山文化ホール
　　　 忍の里プララ（月曜休館）  
　　　 TEL 86-1046　 FAX 86-8119
問合せ
申込み

バザー開始時間  
 10時30分と13時の２回

　　　 さわらび作業所  
　　　 TEL 62-4696　 FAX 62-9656

　　　 ワークステーション虹  
　　　 TEL 75-1220　 FAX 75-1231

問合せ

●�みなくち子どもの森自然館� �
TEL 63-6712　 FAX 63-0466

●�土山歴史民俗資料館＊� �
秋季企画展「甲賀市新指定文化財展」  

（会期：12月17日（日）まで）� �
TEL 66-1056　 FAX 66-1067

●�東海道伝馬館＊� �
TEL / FAX 66-2770

●�甲南ふれあいの館＊� �
TEL / FAX 86-7551

●�信楽伝統産業会館＊� �
企画展「信楽焼指定無形文化財展」  

（会期：11月20日（月）まで）� �
TEL 82-2345　 FAX 82-2551

　　　 上記各館問合せ
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