
「広報こうか」が、ホームページ・フェイスブックでもご覧いただけます

甲賀市ホームページ
甲賀市

甲賀市facebook
甲賀市

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

▲

日時　4月17日（水）� �
14時～15時30分▲

場所　信楽保健センター�▲

内容　「高血圧」塩分を控えるだ
けではだめなの？▲

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　4月12日（金）
信楽中央病院 
☎82-0249 Fax 82-3060

問合せ
申込み

第８０回�
信楽中央病院�健康塾 催　し

▲

日時　4月20日（土）� �
13時30分～15時▲

場所　東海道伝馬館　▲

内容　二胡＆ギターユニット
「ケール」による演奏と歌▲

定員　先着50人
　　　　※事前申込要▲

参加費　500円（呈茶代）　▲

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）  
☎Fax 66-2770

問合せ
申込み

癒しのミニライブ
in�伝馬館 催　し

　郷土の民謡である鈴鹿馬子唄を
あなたもステージで高らかに唄って
みませんか。▲

日時　６月23日（日）９時30分～▲

場所　あいの土山文化ホール▲

出場資格　プロ・アマ問わず、
どなたでも参加可。（ただし、過
去に優勝された方は除く）▲

申込締切　５月17日（金）▲

参加料　一般の部　3,000円� �
少年少女の部　無料

あいの土山文化ホール（月曜休館） 
☎66-1602 Fax 66-1603

問合せ
申込み

第２８回鈴鹿馬子唄
全国大会出場者 募  集

　ご自分の土地や家屋の評価額が
適正であるかを判断するため、縦
覧帳簿で他の土地・家屋の価格
と比較することができます。縦覧
できる方は、市内に土地・家屋を
所有される固定資産税納税者本人
か、委任状により委任を受けた方
に限ります。▲

日時　4月1日（月）～5月31日（金）��
8時30分～17時15分� �
（ただし土・日曜日、祝日は除く）▲

場所　市役所　税務課
※縦覧の際には本人確認ができる
もの〔運転免許証や固定資産税
納税通知書（5月中旬発送予定）
など〕と印鑑をご持参ください。

税務課 資産税係 
☎69-2129 Fax 63-4574

問合せ

平成３１年度
固定資産税評価額の
縦覧 お知らせ

　公民館では次の講座・教室の受講生を募集します。身近な場所で生

涯学習をはじめませんか。▲

受付・問合せ時間　火曜日～土曜日（祝日除く）８時30分～17時15分

講座・教室名 日　時
開催場所・
申込先

対象者・
定員

受講料・
持ち物

申込締切

夜
よ

空
ぞら

旅
たび

人
と

(天体観望会）
「月の写真
を撮ろう」

4月13日（土）
19時30分
～

21時30分

かふか生涯
学習館

対象者）
どなたでも
定員）
先着20人

受講料）
無料
持ち物）
スマート
フォン等

4月12日（金）
17時まで

水口中央公民館　　☎62-0488　Fax 62-3338
土山中央公民館　　☎66-0158　Fax 66-0158
かふか生涯学習館　☎88-4100　Fax 88-5055
甲南公民館（忍の里プララ）　☎86-3036　Fax 86-8119
信楽中央公民館　　☎82-8075 　Fax 82-2463

講座・
教室名

日　時 対象者 受講料 その他

夢の学習
毎週
土曜日
午前

対象者）
市内在住の方
（会員登録必要）

受講料）
無料　

ニュースポーツや料理、囲碁・
将棋など多くの講座がありま
す。詳しくはチラシやホーム
ページをご覧ください。

地域で創る土曜日　夢の学習  
（月、火曜日休）  
☎70-2349　Fax 70-3180

問合せ
申込み

問合せ
申込み

甲賀市公民館講座
募  集

　新生児聴覚検査は、生まれて間も
ない新生時期に行う聴力検査です。▲

対象　平成30年度（平成31年3
月31日まで）に新生児聴覚検査
を受けられたお子さん。▲

申請期限　4月25日（木）まで▲

申請場所　すこやか支援課また
は各保健センター
※�期限までに申請が困難な場合は
ご相談ください。

すこやか支援課 母子保健係 
☎69-2169 Fax 63-4085

問合せ

新生児聴覚検査費
助成の申請 お知らせ

▲

日時　5月10日（金）14時～15時▲

場所　水口社会福祉センター福
祉ホール▲

内容　『纒
まき

向
むく

遺跡に卑弥呼の王
宮を探して』▲

講師　橋
はし

本
もと

輝
てる

彦
ひこ

氏� �
（奈良県桜井市教育委員会文化
財課長）▲

参加費　無料　▲

申込　不要
水口町郷土史会（杉本） 
☎Fax 62-2086

問合せ

水口町郷土史会
創立60周年
記念講演会 催　し

▲

日時　
　◆ 自然館の展示解説　  
5月2日（木・休）・3日（金・祝）��

みなくち子どもの森　� �
ゴールデンウィーク中� �
の催し 催　し

10時～、12時～の2回
　◆ ｢木メダル」づくり� �
5月2日（木・休）・3日（金・祝）�
13時30分～先着20人受付、��
14時開始

　◆ ｢丸太切り体験」� �
5月4日（土・祝）・5日（日・祝）�
11時～13時随時受付

　◆ ｢木工クラフト｣� �
5月4日（土・祝）・5日（日・祝）�
13時30分～15時�随時受付

　◆ たんけんクイズ！  
「ウォークラリー」 �
5月4日（土・祝）・5日（日・祝）�
9時～12時、13時～15時� �
随時受付

　◆ はじめてのバードウォッチング��
5月4日（土・祝）9時～11時

　◆ はじめてのしぜんさんぽ� �
5月5日（日・祝）10時～11時

　◆ ｢化石レプリカ」づくり� �
5月6日（月・振休）10時30分～��
先着20人受付、11時開始▲

場所　みなくち子どもの森▲

対象　「木工クラフト」｢しぜんさ
んぽ｣は幼児から可。バードウォッ
チング体験は小学5年生以上▲

参加費　｢しぜんさんぽ｣「ウォー
クラリー」は無料。その他は1人
50～200円。自然館内の行事
は入館料が必要（大人200円、
小中学生100円）。▲

申込　申込不要（「しぜんさんぽ」
「木メダル」「化石レプリカ」は
定員あり）▲

場所　みなくち子どもの森
※ゴールデンウィーク中の休園日：�
4月30日、5月1日、5月7日

みなくち子どもの森自然館 
☎63-6712 Fax 63-0466

問合せ
申込み
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