
環びわ湖大学・
地域コンソーシアム
大学地域交流フェスタ2017

催し

■日時：�11月25日（土）� �
13時30分～ 16時30分

■場所：�かふか生涯学習館

■内容：�県内の大学と市町が連携し、取
り組んでいる活動の報告会

■申込方法：�事前申込不要

　　　 政策推進課 政策推進係  
　　　 TEL 69-2105　 FAX 63-4554
問合せ

第62回
公立甲賀病院健康講座

催し

■日時：�12月２日（土）14時～ 15時30分
■場所：�公立甲賀病院　診療棟２階講堂
■内容：�講演「高齢者の排尿障害」
■講師：�公立甲賀病院� �

泌尿器科部長　金
きん

�哲
てっ

將
しょう

�医師
■定員：�120人
■参加費：�無料
■申込方法：�電話またはＦＡＸで下記まで
　　　 公立甲賀病院 地域医療連携部  
　　　 TEL 62-0234  
　　　 FAX 62-5273

問合せ
申込み なつかしのふれあい

体験教室「しめ縄づくり」
催し

■日時：�12月10日（日）10時～ 12時
■場所：�甲南ふれあいの館
■対象：�小学生以上� �

（小学生は保護者同伴）
■定員：�先着15人
■参加費：�200円
■申込方法：�電話かＦＡＸで下記まで
　　　 甲南ふれあいの館  
　　　 （月火休館・10時～ 17時）  
　　　 TEL / FAX 86-7551

問合せ
申込み

ジュニア・ダンス・フェス
Vol.6

催し

■日時：�12月10日（日）14時開演
■場所：�あいこうか市民ホール
■内容：�市内を中心に活動しているダンス

グループの合同発表会
■出演：�D�fan�Studio・BOUNCE�BACK�

image～create・Dance�Studio�
Line・MIX� JAM・WARABE�
DANCE�STUDIO・今村佐知子
バレエ教室

■入場料：�無料（入場整理券必要）
※�入場整理券は11月25日（土）10時から
下記にて配布

　　　 あいこうか市民ホール（月曜休館）  
　　　 TEL 62-2626　 FAX 62-2625
問合せ
申込み

水口医療介護センター
「健康教室」

催し

■日時：�12月14日（木）14時～
■場所：�みなくち診療所リハビリテーショ

ン室
■内容：�インフルエンザと高血圧� �

～ワクチンとお薬で万全ですか～
■講師：�副院長　宮

みや

内
うち

喜
のぶ

男
お

■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

可能）
　　　 みなくち診療所  
　　　 TEL 62-3346　 FAX 63-1728
問合せ
申込み

人権教育連続セミナー
第８回

催し

■日時：�12月16日（土）� �
13時30分～ 15時10分

■場所：�碧水ホール
■内容：�講演「私の母はハンセン病でした」
■講師：�黄

ファン

光
グァン

男
ナム

さん（ハンセン病家族の集
団訴訟原告副団長）

■参加費：�無料（申込不要）
■託児：�あり（要申込・締切12月６日㈬）
■その他：�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

青少年の自然体験活動
を考えるつどい

催し

■日時：�12月８日（金）19時～ 21時
■場所：�甲南情報交流センター（忍の里プ

ララ）大ホール
■参加費：�無料
　　　 青少年自然活動支援センター  
　　　 （社会教育課内）  
　　　 TEL 69-2248　 FAX 69-2293

問合せ
申込み

わくわく☆チャレンジクラブ
『ミュージックベルコンサート』

催し

■日時：�12月9日（土）10時～ 11時
■場所：�かえで会館
■内容：�「ぽよぽよず」さんによるミュー

ジックベルの演奏
■対象：�市内の小学生以下の子どもと保

護者
■定員：�先着30人
■参加費：�無料
■申込方法：�電話で下記まで
■申込受付日時：�11月15日（水）9時～
　　　 かえで会館  
　　　 TEL 86-4363　 FAX 86-4958
問合せ
申込み

甲賀・湖南ひきこもり支援
「奏―かなで―」公開講座

催し

■日時：�12月６日（水）13時30分～ 16時��
（13時～受付開始）

■場所：�甲西文化ホール　� �
湖南市中央五丁目57番地

■内容：�当事者や家族の言葉をとおして、
ひきこもりへの理解を深める機会
です。

■参加費：�無料

自分を磨いて恋する
スクール Vol①
～甲賀市結婚支援事業～

催し

■日時：�11月26日（日）� �
男性：10時～12時� �
女性：14時～16時

■場所：�サントピア水口

■内容：�メンタルＵＰ～婚活必勝法～

■対象：�市内在住・在勤の結婚を希望す
る独身の男女

■定員：�男女各25人� �
申し込み多数の場合は抽選

■参加費：�無料

■申込方法：�氏名・住所・年齢・職業・
性別・連絡先を記入のうえ
メールまたはＦＡＸで下記まで

※�メールでのお申し込みの場合は、タイトル
に「恋するスクール」と明記してください。

■申込締切：�11月19日（日）

つながる。広がる。うまれる。
～起業家の応援を  
 通じて地域活性化～
第1回　甲賀 地域クラウド交流会

催し

■日時：�12月９日（土）� �
14時～ 17時（開場13時45分）

■場所：�サントピア水口� �
甲賀市共同福祉施設

■�内容：地域の起業家が自身の事業プラ
ンをプレゼンテーションし、参加者は応
援したい起業家に投票します。その得
票数に応じて起業家は商品券を受け取
る事ができる交流会型のクラウドファン
ディングです。� �
　参加者同士の交流タイムもあり、新
たなビジネスチャンスが期待できます。
■参加費：�1,000円� �

※事前予約不要
　　　 甲賀市商工会　担当 福井  
　　　 TEL 62-1676
問合せ
申込み

■申込方法：�事前申込不要
■その他：�「奏―かなで―」では随時（火～

土曜日）相談も受け付けます。
　　　 甲賀・湖南ひきこもり支援  
　　　 「奏―かなで―」事務局  
　　　 （社会福祉法人さわらび福祉会  
　　　 「支援センターこのゆびとまれ」内）  
　　　 TEL 75-0242　 FAX 75-8950

問合せ

　　　  本気の結婚相談所ディアエール  
TEL 090-8455-2413　  
FAX 60-8555

　　　  地域コミュニティ推進課  
交流推進係  
TEL 69-2114　 FAX 63-4554  
Ｅメール  
koka10044000@city.koka.lg.jp

問合せ
申込み

問合せ
申込み

１１月２７日（月）から
甲賀警察署が移転

お知らせ

　甲賀警察署が、下図の所在に移転します。�
　なお、電話番号はこれまでと同じ☎62-
4155です。

ガソリンスタンド

近江鉄道

郵便局

スーパー

甲賀警察署
甲賀合同庁舎前

水口税務署前

裁判所前

水口城南

城南

内貫橋北詰

甲賀市役所

滋賀県甲賀
合同庁舎

甲賀広域
行政組合
消防本部

小学生のための国際理解講座
世界まなびじゅく２０１７
ハワイ フラダンスを習ってフェスタで踊ろう

催し

■日時：�12月17日（日）10時～ 12時
■場所：�自主活動センターきずな２階会議室
■対象：�小学生
■定員：�30人
■参加費：�甲賀市国際交流協会会員 300円�

非会員 500円
■持ち物：�筆記用具
■申込方法：�電話で下記まで
■申込締切：12月12日（火）
　　　 甲賀市国際交流協会　  
　　　 TEL / FAX 63-8728
問合せ
申込み

「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます

3 2

12月12月水口スポーツの森へ行こう

◎�年間予約に供しない一般利用者のための確保日� �
（３月分）のお知らせ　
　●野球場（市民スタジアム）…平成30年3月3日（土）・18日（日）
　●多目的グラウンド…平成30年3月3日（土）・18日（日）
　●締切日…12月26日（火）
　●抽選日…平成30年1月7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

3日（日）・
9日（土）・
16日（土）

8:30 ～
17:00

甲賀市Ｕ－12リーグ
８人制サッカー
【小学生】

23日（土・祝）
・24日（日）

8:30 ～
18:00

平成29年度
第５回第４ブロックＵ－14大会
【中学生】

12月は、大会等の利用予定なし

水口スポーツの森へ行こう

■場所：みなくち子どもの森、自然館
■対象：�①は5歳以上。②③は小学1年生以上。④は小学4年生以上。

保護者や未就学児の同伴は行事ごとに条件がありますので、
お問い合わせください。◆は年齢問わず。

■参加費：�①は50円、②は200円、③④は500円、� �
いずれも一人あるいは１セット当たり。�◆は無料

■申込み：�①は11月15日㈬から、②③④は12月1日㈮から申込開始。�
◆は申込不要（定員あり）

①�里山のいきものの冬ごし「カブトムシ」　12月2日（土）10:00〜12:00
②�森の生きものフィギュア「犬をつくろう」　12月17日（日）9:30〜 12:00
③�「動くイヌのおもちゃ」　12月23日(土・祝)�13:30 〜 15:30
④ミニ門松づくり　12月24日(日)�9:30 〜 12:00
◆しぜんさんぽ（自然散歩）�　12月16日（土）14:00〜 15:00

12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

No.298 No.298平成29年11月15日 平成29年11月15日


