
　子育て世代の皆さんの知りたい
情報を発信しています。おでかけ
情報やイベント情報は年齢別に検
索できます。LINE＠やメルマガも
配信中。

　登録していただいたメールアドレスに子育
て支援情報を週に１回程度配信しています。

kokaksdt@star7.jpに空メー
ルを送信。または、上記二次
元コードから。

子育て情報はこちらから
甲賀流！こうか子育て応援サイト
ここまあちねっと

ここまあちねっと
ホームページ
http://kokakosodate.jp

配信
登録

「甲賀子育て
応援メール」配信中!

ここまあち
ねっとＬＩＮＥ＠

　毎週火曜日は市役所市民課
で、戸籍・住民票・税証明な
どの証明書発行、印鑑登録等を
19時まで行っています。
※ただし、延長窓口ではお受けでき
ない業務がありますので、対応でき
る内容については下記までお問い合
わせください。

　マイナンバーカードで各種証
明書がコンビニで取得できま
す。（取得できる証明書は下記
までご確認ください。）

11月の延長窓口（毎週火曜日１９時まで)
5日、12日、19日、26日です。

マイナちゃんからの
お知らせ

市民課�
☎69-2138�Fax 65-6338

問合せ

●国民健康保険税（8期）
● 利用者負担額  
（保育料、幼稚園・保育園の給食費）

●介護保険料（8期）
●後期高齢者医療保険料
● 公共下水道使用料・  

農業集落排水施設使用料

納期限は12月2日（月）です。

納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。

今月の
納税 

子育て政策課�� �
子育て政策係�
☎69-2176�
Fax�69-2298

問合せ

11月13日（水）は、てるてるパークを
臨時休館します。甲賀子育て支援セ
ンターは通常どおり開館しています。

「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

世代をつなぐ文化財

もっとゆたかに　〜人権保障のとりくみ〜

�歴史文化財課�調査管理係　☎69-2250　Fax�69-2293
�人権推進課�人権教育室　　☎69-2150　Fax�63-4554

問合せ

人々の暮らしの中で使われていた道具は、時代とともにその形を変
え、今は使用されなくなったものも少なくありません。
市内の小学校では「昔の暮らし」の授業で、子どもたちが実際に道
具に触れて使い方を学び、当時の暮らしの様子を知る機会となってい
ます。便利になった時代だからこそ、物を大切にすること、使いやすく
工夫することなど、昔の道具を通じて学ぶことはたくさんあるようです。
一方、その道具を使っていた方は、自分が過ごしてきた時代を懐か

しい道具によって思い出し、話がはずむことがあります。これを高齢
者福祉に活用する試みとして、道具から過去の経験を思い出し、活き
活きした気持ちを取り戻そうとする「回想法」という取り組みが行われ
ています。
時代を経て伝えられた道具は、世代をつなぎ、人を思いやる心を
育み、笑顔を引き出す新たな道具として活躍しはじめています。

　生ギター演奏（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します。▲

日時　11月30日（土）� �
13時～15時▲

場所　東海道伝馬館　▲

定員　先着50人▲

参加費　500円� �
（ミニライブ・茶菓子代）　▲

申込方法� 直接・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

うたごえ喫茶 in 伝馬館
催　し

　「ぽよぽよず」の皆さんによる、
ミュージックベルの演奏を楽しみ
ます。▲

日時　11月30日（土）� �
10時～11時▲

場所　かえで会館▲

対象　市内の小学生以下の子ど
もと保護者▲

定員　先着30人▲

申込方法　電話・FAXで下記まで
かえで会館�
☎86-4363� Fax�86-4958

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

　起業を志す方、開業後間もない
方が知っておくべき『基礎知識』を
短期集中的に学ぶことができます。
　「起業に必要な準備は？」「起業
したらどうなるの？」などの疑問に
ついて、専門の講師陣が分かりや
すく解説します。▲

日時　11月26日（火）・28日（木）・
12月３日（火）・５日（木）� �
いずれも10時～12時▲

場所　まちづくり活動センター� �
「まるーむ」▲

定員　先着20人▲

対象　起業を具体的に予定して
いる方だけでなく、開業して間
もない方など、どなたでも参加
できます。原則４日間出席でき
る女性。▲

申込方法　メール・直接下記まで
※受講料無料

甲賀市商工会�
☎62-1676� Fax�63-1052�

 kokasci@shigasci.net

問合せ

こうか女性起業セミナー
～初心者のための
経営実務講座～ 催　し

お店屋さんごっこをしよう
　地域のいきいきサロンの方と一
緒にお店屋さんごっこをします。▲

日時　11月26日（火）� �
10時30分～11時30分▲

対象　未就学児と保護者▲

定員　先着10組▲

持ち物　飲み物・タオル・買い
物袋▲

申込締切　11月19日（火）
人形劇をみよう
　人形劇団による人形劇をみたり、
ゲームをしたりして遊びます。▲

日時　12月７日（土）� �
10時～11時30分▲

対象　小学生以下▲

持ち物　飲み物・タオル▲

申込締切　12月３日（火）
・・・・・共通事項・・・・・・▲

場所　たけのこ児童館� �
（信楽・西教育集会所）▲

申込方法� 電話・FAXで下記まで
たけのこ児童館�
☎82-2361� Fax�82-3616

問合せ
申込み

たけのこ子育て広場
催　し

　相愛大学音楽学部教授で第１
回あいの土山ピアノコンクール審
査員を務める稲垣聡が、トークを
交え、ピアノ作品の魅力を紹介し
ます。▲

日時　11月30日（土）� �
14時開演(13時30分開場)▲

場所　あいの土山文化ホール▲

内容　「革命」、「別れの曲」ほか▲

入場料　�一般� 1,000円
　　　　　25歳未満� 500円
※全席自由、当日同額、未就学児
の入場・同伴は不可▲

プレイガイド　あいの土山文化
ホール、あいこうか市民ホール
ほか
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

稲
い な

垣
が き

聡
さとし

　
ピアノ名曲コンサート 催　し

▲

日時　12月8日（日）� �
10時～12時15分▲

場所　まちづくり活動センター
「まるーむ」▲

対象　小学生▲

参加費　� �
甲賀市国際交流協会会員　無料��
非会員　500円▲

持ち物　筆記用具▲

定員　30人▲

申込締切　12月2日（月）
甲賀市国際交流協会�
☎63-8728� Fax�70-6468

問合せ
申込み

小学生のための国際理解講座
世界まなびじゅく２０１９
第2回 世界の楽器を演奏しよう 催　し

　オリジナルパスポートを持ってス
タンプラリーに挑戦。いろいろな
国の料理や音楽、ダンスなどで世
界を旅した気分を味わってみよう。▲

日時　12月8日（日）11時～16時▲

場所　まちづくり活動センター
「まるーむ」
※入場無料（飲食物・物販・体験
等は一部有料）
甲賀市国際交流協会�
☎63-8728� Fax�70-6468

問合せ

市内最大の国際交流イベント
国ふぇす2019in Koka
Vamos viajando en maROOM
～ まるーむで旅しよう！～ 催　し

「ハイブリッド花粉症」と� �
「変形性膝関節症」の話
〜豪華二本立て！医師からの耳寄
りな話〜▲

日時　12月12日（木）� �
14時～15時▲

場所　みなくち診療所▲

定員　20人程度� �
（定員になり次第締め切り）▲

申込方法　電話で下記まで
※参加費無料（要予約）

みなくち診療所�
☎62-3346� Fax�63-1728

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（土）13時30
分～15時(13時開場)▲

場所　かえで会館▲

内容　落語　　笑
しょう

福
ふく

亭
てい

たま
　　　　太神楽　ラッキー舞

まい

　　　　講談　　旭
きょく

堂
どう

南
なん

湖
こ

▲
定員　200人
※参加費無料・申込不要
※駐車場に限りがありますので、
乗り合わせてご来場ください。
甲南公民館(甲賀市人権教育
推進協議会甲南支部事務局)�
☎86-3036� Fax�86-8119

問合せ

第13回
甲南ふれあい
じんけん寄席 催　し

　市内を中心に活動するダンスグ
ループの合同発表会を開催します。▲

日時　12月22日（日）� �
14時30分開演▲

場所　あいこうか市民ホール▲

出演　� �
D�fan�Studio� �
BOUNCE�BACK�image～create��
Dance�studio�Line� �
MIX�JAM� �
WARABE�DANCE�STUDIO� �
つちやまジュニアダンススクール
※入場無料

あいこうか市民ホール� �
（月曜休館）�
☎62-2626� Fax�62-2625

問合せ

ジュニア・ダンス・フェス
Vol.8 催　し

▲

日時　12月15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・FAXで下記まで
甲南ふれあいの館
（月火休館・10時〜17時）�
☎・Fax�86-7551

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
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