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INFORMATION

　空きびんとカラーガムテープを
使って、ランタンを作ります。
●日時　10月10日（土）
　10時～11時
●場所　かえで会館
●対象　市内の小学生
●定員　8人
●材料費　100円
●持ち物　ハンドタオル・飲み物
●申込方法　電話・ＦＡＸで下記まで

かえで会館
☎８６-４３６３　Ｆax８６‐４９５８

今がチャンス！
夫婦部屋・個室とも

空いています。

　県の保護区に指定された甲賀町
油日の湿原を訪ねて観察します。
●日時　１０月３日（土）午前
●場所　甲賀町油日
●内容　湿原の植物など生き物の

観察と保全活動について
●対象　市内在住の方（大人向け）
●定員　２０人（定員を超えた場合は

抽選）
●参加費　１人１００円
●申込方法　参加者氏名、住所、連

絡先をＦＡＸ・メールで下記まで
　集合場所等の詳細の案内を返送

します。
●申込締切　９月１８日（金）１７時

みなくち子どもの森自然館
☎６３‐６７１２　Ｆax６３‐０４６６
koka30104600@city.
koka.lg.jp

●日時　９月１６日（水）
　１０時～１１時３０分
●場所　あいこうか市民ホール
●内容
　「今、小児科医として伝えたいこと

～新型コロナウイルスの正体～」
　講師　山

や ま だ

田真
まこと

さん（小児科医）
●申込み
　電話で下記まで（人数制限あり）
※参加無料

水口幼稚園（担当：藤
ふ じ た

田）
☎６２‐０３２９　Ｆax６２‐０３３４

　牛乳パック、空き箱にシールを
貼って、おもちゃを作ります。
●日時　９月１１日（金）
　１０時３０分～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　６組程度
●持ち物　タオル・飲み物
●申込方法　電話・FAXで下記まで
●申込締切　９月７日（月）

たけのこ児童館
☎８２‐２３６１　Ｆax８２‐３６１６

催  し
油日の湿原観察会

催  し

公開“共育”講座
“子育て”“親育ち”を
一緒に考えましょう 催  し

たけのこ子育て広場
『おもちゃを作ろう』

問合せ
申込み

問合せ
申込み

問合せ
問合せ
申込み

　関西フィルハーモニー管弦楽団
ヴァイオリン奏者の藤

ふじわら

原利
り か

佳さんと
ヴィオラとピアノのトリオでお届けし
ます。
●日時　９月２７日（日）１４時開演
●会場　あいの土山文化ホール
●プログラム　
　シューベルト『アヴェ・マリア』、ブ

ラームス『ホルン三重奏曲（ヴィオ
ラ版）変ホ長調　作品４０』　ほか

※入場無料。入場整理券が必要で
す。当日券の発行はありません。
限定１００席≪全席指定≫

●整理券発行所
　あいの土山文化ホール

あいの土山文化ホール
（月曜休館）
☎66-1602　Ｆax66-1603

催  し

あいの土山リラックス
コンサート
「ウィーンからの便り」 催  し

わくわく☆チャレンジクラブ
『空きびんで
� ランタン作り』

●日時　９月９日（水）１４時～１５時
●場所　貴生川公民館
●定員　１５人程度
　（定員になり次第締切）
●申込方法
　電話で下記まで（要予約）
※参加無料

みなくち診療所
☎６２‐３３４６　Ｆax６３‐１７２８

問合せ
申込み

催  し

水口医療介護センター
「健康教室」
「もの作りで認知症予防」
～気軽に創作活動を
� 体験してみませんか～

問合せ

掲載している催し等は、8月20日時点の情報であり、新型コロナウイルス感染症
の影響により、中止・延期している場合があります。

●日時　１０月４日（日） １５時開演
●場所　あいこうか市民ホール
●プログラム　Ｊ.Ｓバッハ『管弦楽組

曲』より、『ポロネーズ』、『Ｇ線上
のアリア』等。ヴィヴァルディ『ピッ
コロ協奏曲』ほか

※入場無料。入場整理券が必要で
す。当日券の発行はありません。

　限定２００席≪全席指定≫

●整理券発行所　あいこうか市民
ホール

※３月１日に開催を予定していた「定
期演奏会」は来年２月以降に再延
期になりました。

あいこうか市民ホール
（月曜休館）
☎62-2626　Ｆax62-2625

≪代替公演≫びわこの風オーケストラメンバーによるコンサート
「びわこの風アンサンブル～今、私たちにできること～」

問合せ
申込み

催  し

　関西を中心に活動する打楽器奏
者による「マリンバとパーカッション」
の演奏をお楽しみください。
●日時　９月６日（日）
　１４時～１５時３０分（休憩含む）
●場所　あいこうか市民ホール展示室
●出演
　マリンバ・パーカッション“ｐ

ペ コ ラ
ｅｃｏｒａ”

※ 入場無料。入場整理券が必要で

す。当日券の発行はありません。
　限定５０席≪全席指定≫
満席の場合は、YouTubeライブ配
信をご覧ください。
●整理券発行所
　あいこうか市民ホール

あいこうか市民ホール
（月曜休館）
☎62-2626　Ｆax62-2625

第１３回展示室サロンコンサート�～こころ癒す音色で前に進もう～
「明るく・元気に！マリンバ＆Ｐｅｒｃｕｓｓｉｏｎを愉しむ」

問合せ
申込み

催  し

　マカロニで工作を行います。
●日時　9月16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　8組
●持ち物　ハンドタオル・飲み物
●申込方法　電話・ＦＡＸで下記まで

かえで会館
☎８６‐４３６３　Ｆax８６‐４９５８

問合せ
申込み

催  し

かえで子育て広場
『マカロニ工作』

●日時　9月26日（土）
①午前の部  10時～12時
②午後の部  13時30分～15時30分

●場所　信楽中央公民館　大集会室
●対象　市内在住の３歳～小学生
（保護者同伴）

●持ち物　マスク・バケツ・汚れても
よい服・タオル・ぞうきん・飲み物・
ビニール袋

●定員　各回先着10人
●申込方法　参加希望回（番号）・参

加希望者名（ふりがな）・年齢・保護
者氏名・日中連絡がつく電話番号・
郵便番号・住所を下記まで

●参加費　500円
　（材料費・焼成費・保険代）
※制作した作品は、焼成後、水口歴

史民俗資料館にてお渡しします。
水口歴史民俗資料館
☎62‐7141　Ｆax63‐4737

催  し

ワークショップ
「アーティストと一緒
にねんどで遊ぼう！」

問合せ
申込み

　今年度内に満６０歳以上の県内在
住者を対象に、就業機会拡大のため
の講習会受講者を募集します。
①地場産品技能講習
　県内の特産品について学びます。

（バスで移動し事業所見学もあり）
●日時　９月１６日（水）～２９日（火）

１０時～１６時（土日・祝日を除く）
●場所　シルバー連合会事務所（大

津市）他
●定員　１２人
●申込締切　９月４日（金）
②ガイドヘルパー講習
　視覚障害者の外出支援の技術を
学び資格取得をめざします。（身体介
助演習あり）
●日時　１０月１日（木）・２日（金）・
　６日（火）・８日（木）・９日（金）・
　１５日（木）・１６日（金）・２１日（水）・
　２３日（金）・２９日（木）９時～１６時
●場所　シルバー連合会事務所
●定員　１２人
●申込締切　９月１８日（金）
※①②ともに参加費無料（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

滋賀県シルバー人材センター連合会
シニア対象「講習会」
受講者募集 募  集

問合せ
申込み

●日程　10月10日、24日、11月7
日、14日（いずれも土曜）

　※ほか家庭的保育室見学（２日間）
●場所　市役所別館2階 203会議

室
●対象　家庭的保育者・家庭的保育

補助者や小規模保育従事者とし
て従事していただける方　

　保育士資格の有無を問いません。
●定員　10人
●申込締切　９月１８日（金）
※参加無料（ただしテキスト代２,４００

円＋税は個人負担）
保育幼稚園課　指導振興係
☎69-2181　Ｆax69-2298

家庭的保育者等
基礎研修参加者募集 募  集

問合せ
申込み
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