
「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

▲

日時　1月19日（日）9時～14時▲

会場　甲賀市陸上競技場発着� �
周回コース▲

部門　各部門とも5区間� �
【一般】【高校生】【中学生】� �
【小学生】【マスターズ】� �
それぞれ男女の部▲

申込方法　指定の申込書を1月
10日（金）17時までに下記まで
※詳細は下記まで

甲賀市スポーツ協会事務局 
☎86-2343 Fax 86-2443

問合せ
申込み

第16回
甲賀市民駅伝競走大会
出場者（チーム） 募  集

旅館・ホテルスタッフ技能講習
　旅館・ホテルでのさまざまな業

務について学びます。▲

日時　1月20日（月）、22日（水）、
27日（月）、29日（水）、2月3日（月）、

5日（水）、6日（木）、7日（金）� �

10時～16時（全8日間）▲

場所　県内の旅館およびホテル
（大津市・草津市）▲

対象　58歳以上の県内在住者▲

定員　15人▲

申込締切　1月9日（木）
※参加費無料（交通費、昼食代は

自己負担）

滋賀県シルバー人材センター
連合会 
☎077-525-4128

問合せ
申込み

滋賀県シルバー人材
センター連合会 シニア
対象「講習会」受講生 募  集

　甲賀湖南中小企業福利サービス
センターでは、甲賀市・湖南市の
中小企業等で働く方の福利厚生の
お手伝いをしています。
仲間をふやそうキャンペーン
　期間中は入会金が500円です。▲

期間　2月28日（金）まで
※詳細は下記またはKOKOワーク
で検索してください。

（一財）甲賀湖南中小企業  
福利サービスセンター 
☎63-1809 Fax 63-4005

問合せ
申込み

KOKOワーク会員
募  集

　公民館では次の講座・教室の受講生を募集します。�▲

受付時間　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 場所・申込み 対象・定員 受講料 募集期間

夜
よ

空
ぞら

旅
たび

人
と

（定期天体観望会）
「ふたご座流星
群が見ごろ」

12月14日（土）�
19時～21時

かふか
生涯学習館
（天体観測室）

対象）
どなたでも
定員）
先着20人

無料

暖かい服装
でお越しく
ださい。

12月13日(金)
まで

プララ☆
天体観望会�
「部分日食を� �
見てみよう」

12月26日（木）�
14時～16時

甲南公民館

対象）
どなたでも
定員）
先着30人

無料
12月7日（土）
～25日（水）

おとなも子どもも
楽しめる　
かがく講座　
「まるで虹の輝き�
虹色液晶を� �
つくってみよう！」

12月25日（水）�
①10時～12時�
②13時30分
～15時30分

甲南公民館

対象）
市内在住・� �
在勤・在学で��
8月29日、30
日に同内容の
講座を受講さ
れていない方
定員）①②と
も先着30人

100円
12月7日（土）
～20日（金）

スマートフォン
セミナー

①1月9日（木）
②1月10日（金）
③1月15日（水）
④1月22日（水）
⑤1月24日（金）
13時～� �
15時30分

①�水口中央
公民館
②�かふか生涯
学習館
③�土山中央
公民館
④�甲南公民館��
（忍の里プララ）
⑤�信楽中央
公民館

対象）� �
市内在住
のおおむね
65歳以上
の方�
定員）
各会場　� �
先着24人

無料

12月4日（水）��
～開催日の
3日前まで
※休館日除く

水口中央公民館  ☎62-0488　Fax 62-3338
土山中央公民館  ☎・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

日　時 対象 受講料 その他

夢の学習
毎週
土曜日
午前

市内在住の方
（会員登録必要）

無料

ニュースポーツや料理、囲碁・
将棋など他にも多くの講座があ
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）　  
※参加申込が必要です　☎70-2349　Fax 70-3180

問合せ

問合せ
申込み

甲賀市公民館講座
募  集

▲

日時� 2月29日（土）～3月8日（日）▲

場所　� �
【書、工芸･立体部門】  
 あいこうか市民ホール 

【平面、写真部門】 碧水ホール
　3月8日には、出品作品を対象に
審査員による講評会を実施します。▲

応募資格　甲賀市・湖南市内に
在住、通勤、通学する方（中学
生以下は応募できません。）▲

出品点数　1人につき写真部門
2点以内、他部門1点▲

出品料　作品1点につき800円��
（18歳以下は無料）▲

応募方法　応募要項にある出品票
を添えて、作品を2月22日（土）9時
～16時に会場まで搬入してください。▲

入賞　市展賞（副賞2万円）、議
長賞（副賞1万円）、教育長賞（副
賞1万円）（各部門1点）ほか

第15回　甲賀市美術展覧会　作品
募  集

▲

応募部門および作品規格
１） 平面（洋画・日本画・版画等）  
サイズが20号以上、50号以
内。日本画、水墨画、切り絵
等もこれに準ずる。ただし、
版画は下限を設けない。

２） 工芸･立体
　 工 芸（陶芸・染色等）：平面は

縦、横がそれぞれ220cm
以内（外装を含む）。立体作
品は重さ40kg以内、縦･横
･高さの合計が240cm以内。
また、その一辺が150cm以
内。

　 立 体（彫刻・立体造形等）：  
縦、横、高さがそれぞれ
200cm以内。重さ40kg
以内で、展示上危険でない
もの。

３）書
　作品は半切以上、16平方尺

　以内。ただし、一辺が240cm
以内。

４）写真
　•�銀塩プリント・デジタルプリ
ント（自家出力プリント可）と
する。

　•�単写真、組写真ともに、半切・
A3ノビ以上で、画面の長辺
が40cm以上の作品。組写
真は、全体が最大220cm以
内とし、作品を一体化して固
定する。

※自己の創作した未発表の作品に
限る。各部門額装指定あり

※詳しくは12月中旬に市ホーム
ページや市内公共施設に設置す
る募集要項をご覧ください。

甲賀市美術展覧会実行委員会事務局  
（あいこうか市民ホール内・月曜休館） 
☎62-2626 Fax 62-2625

問合せ

　信楽伝統産業会館リニューア
ルオープンを記念し、令和2年4
月29日（水・祝）、あいこうか市民
ホールで、テレビ番組「出張！なん
でも鑑定団�in�甲賀」の公開収録
を行います。
　そこで、あなたのとっておきの
お宝を募集します。時代、ジャン
ルは問いません。▲

応募方法　指定の申込書に必

要事項を記入の上、鑑定品の
写真を添付し、郵送・持参で下
記まで▲

応募締切　� �
2月28日（金）必着▲

発表　採用の可能性がある方
に、番組スタッフから直接連絡
があります。▲

放送　テレビ東京系列
※詳しくは市ホームページまで。
公開収録の観覧も募集中です。

※チラシは、公共施設に設置す
るほか、市ホームページからも
ダウンロード可

商工労政課 商工労政係 
☎69-2188 Fax 63-4087

問合せ
申込み

「開運！なんでも鑑定団」あなたのお宝大募集 
～美術品からお菓子のオマケやおもちゃ
まで「なんでも」ご応募ください～ 募  集

　市では、介護保険制度や高齢者
福祉サービスなどの情報を掲載した
「甲賀市の介護・福祉サービスガ
イド」を来年4月に発行予定です。
　この冊子は、広告収入を発行経
費に充てるもので、市が情報を提
供し、㈱サイネックスが印刷・製本
と広告募集を行い、窓口等での配
布を行います。
　12月から㈱サイネックスが広告
募集のため市内事業所を訪問しま
すので、ご理解とご協力をお願い
します。
※�広告掲載の申し込みは、㈱サイネッ
クス（☎075-315-0085）まで

長寿福祉課 介護保険係 
☎69-2165 Fax 63-4085

問合せ

「甲賀市の介護・福祉
サービスガイド」
広告スポンサー 募  集
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