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　「みんなでつくろう！笑顔あふれ
るまちづくり」をテーマに高齢者・
障がい者の権利擁護支援について
学ぶセミナーを開催します。▲

日時　２月29日（土）� �
13時30分～16時▲

場所　湖南市社会福祉センター
（湖南市中央１丁目１－１）▲

申込方法　電話・FAXで下記まで▲

申込締切　２月21日（金）
※受講無料

甲賀・湖南成年後見センター��
ぱんじー� �
☎86-6161� Fax�86-6199

問合せ
申込み

市民向け
権利擁護セミナー 催　し

　春巻きの皮を使ってチョコパイを
作ります。▲

日時　２月８日（土）� �
10時～11時30分▲

場所　かえで会館▲

対象　市内の小学生▲

定員　先着12人▲

材料費　200円▲

持ち物　エプロン・三角巾・マ
スク・上靴・タオル・飲み物▲

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
『チョコレート菓子作り』 催　し

　人と人とがつながり、共に生き
る人権が尊重された地域をめざし
たセミナーを開催します。▲
日時　２月２日（日）� �
13時30分～15時40分� �
（受付12時～�開場13時）▲

場所　あいこうか市民ホール▲

内容　� �
小学生による10代の主張意見発表��
講演会� �
「ダニエルが語る多文化共生」
　講師　�ダニエル･カールさん� �

（タレント･山形弁研究家）
※参加費無料・申込不要
※手話通訳･要約筆記による文字
通訳あり

※託児あり（要申込・先着15人・
１歳～就学前まで・申込締切１
月17日（金））
人権推進課�人権教育室�
☎69-2150� Fax�63-4554

問合せ
申込み

第４回
甲賀市人権教育
連続セミナー 催　し

がん治療最前線� �
～2人に1人ががんになる時代に～▲

日時　2月1日（土）10時～13時
30分（受付9時15分～）▲

場所　甲西文化ホール� �
（湖南市中央5丁目57）▲
内容　①公立甲賀病院の医師・
薬剤師による講演（内視鏡診断治
療／外科治療／抗がん剤治療）��
②ブース展示・相談コーナー

※参加費無料・申込不要
公立甲賀病院総務課�
☎62-0234（代）� �
Fax�63-0588

問合せ

公立甲賀病院　
市民公開講座 催　し

▲

日時　1月19日（日）14時～15時▲

場所　みなくち子どもの森▲

対象　幼児から大人まで
※参加費無料・申込不要（定員15人)

みなくち子どもの森自然館�
☎63-6712� Fax�63-0466

問合せ

みなくち子どもの森
しぜんさんぽ 催　し

　次代を担う子どもたちが、甲賀
のことを学び体験する中で感じた�
「こうすれば甲賀が良くなる」という
意見を市に提案・提言します。▲

日時　１月26日（日）13時開会▲

場所　市役所５階　議場▲

内容　第１部　13時～
　　　　第２部　14時15分～
　　　　第３部　15時20分～
※傍聴（要申込・申込締切1月10日
（金））は議会傍聴席および別室
でモニター中継により視聴可能
です。ただし、議会傍聴席は各
部入替制とし、各部連続しての
入場はできません。
社会教育スポーツ課�� �
青少年育成係�
☎69-2248� Fax�69-2293

問合せ
申込み

かふか21 
子ども未来会議

「甲賀市子ども議会」 催　し

▲

日時　１月26日（日）13時30分
～16時30分（開場13時）▲

場所　あいこうか市民ホール▲

内容　
•基調講演� �
「近江の戦国　甲賀の戦国」� �
静岡大学名誉教授

　小
お

和
わ

田
だ

哲
てつ

男
お

氏
•パネルディスカッション
※参加費無料・申込不要▲

主催　水口ロータリークラブ
甲賀市観光協会�
☎60-2690� Fax�60-2362

問合せ

甲賀流戦国歴史講演
第３回

「近江の戦国 甲賀の戦国」 催　し

　弁護士・司法書士・社会福祉
士・社会保険労務士・専門職や行
政職員による相談会を開催します。▲

日時　１月25日（土）� �
13時30分～16時30分▲

場所　湖南市保健センター� �
（湖南市夏見588番地）
※予約不要・相談無料
※手話通訳が必要な方は事前にご連絡ください。

甲賀・湖南成年後見センターぱんじー��
☎86-6161� Fax�86-6199

問合せ

高齢者・障がい者
なんでも相談会 催　し

　毎年のように起こる災害。専門
的研究をされている立命館大学教
授をゲストに、水害に関する問題
を対話形式で解説します。▲

日時　１月24日（金）18時～20時▲

場所　まちづくり活動センター「まるーむ」▲

定員　100人程度▲

申込方法　電話・FAXで下記まで
※参加費無料

危機管理課�防災危機管理係�
☎69-2103� Fax�63-4619

問合せ
申込み

県「防災カフェ」 ｉｎ 甲賀
催　し

　大切な人を自死で亡くした遺族
が思いを語り合う「わかちあいの
会」を開催します。▲

日時　２月１日（土）14時～16時��
（受付13時30分～）▲

場所　和邇すこやか相談所� �
（大津市和邇高城12�和邇文化センター内）▲

参加費　300円（茶菓代）
※予約不要

県立精神保健福祉センター�
☎077-567-5010�
Fax�077-566-5370

問合せ

凪の会おうみ
「わかちあいの会」 催　し

▲

日時　１月18日（土）13時～16時▲

場所　あいの土山文化ホール▲

内容　� �
中学生広場意見発表� �
活動事例発表� �
講演 ｢熱意で育む豊かな心」� �
講師：�青少年指導支援の会�� �

顧問 呉
くれ

山
やま

良
よし

雄
お

さん
※参加費無料

甲賀市青少年育成市民会議事務局
（社会教育スポーツ課青少年育成係）�
☎69-2248� Fax�69-2293

問合せ
申込み

甲賀市青少年
健全育成市民大会 催　し

　冬野菜のピザとにんじんクッキー
を作ります。（豆乳・チーズ使用）
※卵・小麦粉は不使用▲

日時　１月17日（金）� �
10時～11時30分▲

場所　たけのこ児童館� �
（信楽・西教育集会所）▲

対象　未就学児と保護者▲

定員　先着８組▲

持ち物　飲み物・タオル・エプ
ロン・三角巾・マスク▲

申込方法　直接・電話・FAXで
下記まで▲

申込締切　１月10日（金）
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
『野菜でおやつを作ろう』 催　し

　七宝焼きでストラップをつくります。▲

日時　１月12日（日）10時～12時▲

場所　くすり学習館▲

定員　親子20組（40人）▲

申込方法　直接、電話・FAXで下
記までFAXの場合、住所、氏名（保護
者・児童）、連絡先電話番号を明記▲

申込締切　１月８日（水）
※参加費無料

くすり学習館�
☎88-8110� Fax�70-3694

問合せ
申込み

親子ものつくり教室
第２回　「七宝焼き」 催　し

不眠「いい眠りのために、お薬と
うまく付き合おう」▲

日時　１月15日（水）14時～15時30分▲

場所　旧信楽保健センター�▲

定員　約20人▲

申込方法　電話・FAX・直接下記まで▲

申込締切　１月10日（金）
※参加費無料

信楽中央病院�
☎82-0249� Fax�82-3060

問合せ
申込み

第８８回 
信楽中央病院 健康塾 催　し

　スポンジケーキを作り、生クリー
ムなどでデコレーションします。▲

日時　１月15日（水）� �
10時30分～11時30分▲

場所　かえで児童館（甲南・かえで会館）▲

対象　市内の未就園児と保護者▲

定員　12組▲

材料費　200円▲

持ち物　エプロン・三角巾・マ
スク・タオル・飲み物▲

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

かえで子育て広場
『レンジでココアケーキ
作り』 催　し
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