
「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

秘書広報課　☎69-2101　Fax 63-4619問合せ
申込み

・掲載対象　各月1日号
・広告規格　縦45mm×横85mm（１枠）
・掲 載 料　１枠 25,000円／月
・発行部数　約30,000部
※長期契約による割引制度あり。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

広報紙に広告を
掲載しませんか

※この枠の大きさ
　が１枠分です

令和２年度
広告主募集

　染料で布を染め、模様をつけて
オリジナルなハンカチを作ります。
※�深尾理工教育振興財団の助成を
甲南高校が受け、実施するもの
です。▲

日時　３月22日（日）10時～12時▲

場所　くすり学習館▲

定員　市内の小学生と保護者
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（参加
者全員）、連絡先電話番号を明記▲

申込締切　３月18日（水）
※参加無料

くすり学習館 
☎88-8110 Fax 70-3694

問合せ
申込み

第４回
親子ものづくり教室

「絞り染め」ハンカチづくり 催　し

▲

日時　３月20日（金・祝）14時開演▲

会場　あいこうか市民ホール� �
展示室▲

内容　１部 みんなで歌おう 春の歌
　　　　２部 音楽劇「大きなかぶ」
※入場無料

あいこうか市民ホール（月休） 
☎62-2626 Fax 62-2625

問合せ

東日本復興支援
ピアノを贈ろう！
スプリングサロンコンサート 催　し

▲

日時　３月18日（水）14時～15時30分▲

場所　信楽中央病院� �
（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　３月13日（金）
※参加無料

信楽中央病院 
☎82-0249 Fax 82-3060

問合せ
申込み

第９０回 信楽中央病院 
健康塾「便秘・痔・頻尿」
ひとりで悩んでいませんか 催　し

　ギターと竪琴（ライアー）だけで
なく、日本の琴も登場し、親子で
ゆったり音楽を楽しみます。▲

日時　３月18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　先着30組▲

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
『ギター＆ライアー
コンサート』 催　し

▲

日時　３月15日（日）10時～12時▲

場所　忍の里プララ 大会議室▲

内容　バンドによる子ども向けの
歌、絵本の読み聞かせなど▲

対象　小学生▲

参加費　� �
協会会員　無料

　一般　500円▲

持ち物　筆記用具▲

定員　30人▲

申込方法　� �
メール・FAXで下記まで▲

申込締切　３月９日（月）
甲賀市国際交流協会事務局 
☎63-8728 Fax 70-6468

 mifa@mx.biwa.ne.jp

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 第３回
まなびじゅくコンサート 催　し

▲

日時　３月15日（日）� �
12時開演（11時30分開場）▲

場所　あいこうか市民ホール▲

内容　大正琴、舞踊、合唱、和
太鼓などの舞台芸能� �
【ゲスト演奏】� �
日野・甲賀ユースブラス音楽塾
※入場無料

甲賀市文化協会連合会事務局
（あいこうか市民ホール内・月休） 

☎62-2626 Fax 62-2625

問合せ

第１２回
甲賀市文化協会連合会
芸能祭 催　し

　「ひきこもりを地域の力に」をテー
マにした基調講演をはじめ、ひきこ
もり当事者・支援団体の実践報告
やその他地域で取り組まれている
さまざまな活動を紹介します。▲

日時　3月14日（土）13時30分～16時▲

場所　あいの土山文化ホール
※参加無料

甲賀市社会福祉協議会 地域活動支援部 
☎76-3287 Fax 63-2021

問合せ

令和元年度
地域福祉大会 催　し

　聖武天皇が最初に大仏の建立
を計画した甲賀寺とその後の近江
国分寺についての謎に迫ります。▲

日時　３月14日（土）� �
13時30分～15時30分▲

場所　黄瀬交流館 さらら� �
大ホール▲

内容　歴史講演会
　講師：�松

まつ

浦
うら

俊
とし

和
かず

氏� �
（元大津市歴史博物館長）▲

定員　先着120人
※参加無料・申込不要

（主催）紫香楽宮阯保存会 
☎83-0399

問合せ

郷
ふる

土
さと

の歴史を学ぶ
第１１回文化講座

「甲賀寺と近江国分寺」 催　し

　フェルトを組んで、ハートの形
のギフトバッグを作ります。▲

日時　３月14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▲

持ち物　鉛筆・消しゴム・定規・
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
『ハートのギフトバッグ作り』 催　し

▲

日時　3月10日（火）13時30分
～14時30分（受付13時～）▲

場所　まちづくり活動センター
「まるーむ」多目的室１▲

講師� 甲南病院 古
こ

倉
くら

みのり先生▲

申込方法� 電話・FAXで下記まで
※参加費無料

甲賀市介護者の会事務局
（甲賀市老人福祉センター碧水荘内） 
☎62-6080 Fax 62-6096

問合せ
申込み

甲賀市介護者の会　
講演会

「看取りについて」 催　し

　市内在住・在勤の独身男女（25～
45歳）を対象に、ボードゲームなどを
しながら、たこやきパーティーをしま
す。新しい出会いを見つけませんか。▲

日時　３月19日（木）18時～21時▲

場所　まちづくり活動センター「まるーむ」▲

定員　男女各10人▲

参加費　1,000円▲

申込方法　３月７日（土）の結婚相
談所開所日に市役所別館まで来所▲

申込締切　３月７日（土）16時
政策推進課 市民活動推進室 
☎69-2114 Fax 63-4554

問合せ

ゲームナイト×たこパ×
恋活 催　し

▲

日時� 3月29日（日）10時～12時▲

場所　まちづくり活動センター� �
「まるーむ」　多目的室１▲
内容　ゲスト JOAN�LEEさん（シ
ンガポール出身、切り絵・竹灯
籠作家）シンガポールと日本を
つなぐ切り絵の体験、シンガポー
ルのチキンライス試食、ジョンさ
ん作品展など▲

参加費　協会会員　200円� �
一般　500円　当日入会可▲

定員　20人 定員になり次第締切▲

申込方法　電話・FAX・メール
で下記まで
　甲賀市は、東京パラリンピック
におけるシンガポールのホストタ
ウンです。ぜひ、シンガポールの
ことを一緒に学んでみませんか。

甲賀市国際交流協会事務局 
☎63-8728 Fax 70-6468

 mifa@mx.biwa.ne.jp

問合せ
申込み

大人の世界まなびじゅく
「シンガポール」って
どんな国？ 催　し

▲

日時　
①しぜんさんぽ
　３月15日（日）14時～15時
② しいたけのほだ木づくり
　３月15日（日）9時30分～12時
③ 四季の昆虫観察会（春編）
　3月20日（金・祝）� �
13時30分～15時▲

対象　①幼児から大人まで� �
②③小学生以上▲

参加費　①無料�②1組200円�
③1人50円▲

申込方法　� �
①申込不要�(先着15人)� �
②③電話・FAXで下記まで（開催
日の前々日17時締切・先着順）

「こいもクラブ」の会員を募集中
（コイモやモチ米の栽培、農場
での自然体験を月１回開催）� �
詳しくは市ホームページまで

みなくち子どもの森自然館  
（月休） 
☎63-6712 Fax 63-0466

問合せ
申込み

みなくち子どもの森の
催し 催　し

　不登校や生きづらさを抱えた方
も、誰一人取り残さない社会をめ
ざして、自分に合った居場所を見
つけることをテーマにイベントを開
催します。▲

日時　３月22日（日）� �
10時～16時▲

場所　まちづくり活動センター� �
「まるーむ」▲

内容　NPO法人好きと生きるの
講演＆ライブ、居場所体験と説
明会、マルシェほか

※参加無料
心の居場所フェスタ事務局

（担当 佐
さ

伯
え き

）
 kokoronoibasyo2020@

gmail.com
フェイスブック

問合せ

心の居場所フェスタ

（こうか市民共生ネットワーク）人権啓発事業助成金事業 催　し

秘書広報課　☎69-2101　Fax 63-4619問合せ
申込み

　市では、ホームページを民間事業者等の広告
媒体として活用し、財源として役立てるため、バ
ナー広告の掲載希望者を募集します。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

令和２年度 甲賀市ホームページ
バナー広告募集
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