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INFORMATION

●日時　2月14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
●定員　10人
●申込方法　電話・メール・FAXで
下記まで
※参加無料

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

催  し

みなくち子どもの森
しぜんさんぽ(自然散歩)

問合せ
申込み

●日時　２月１０日（水）１４時～１５時
●場所　みなくち診療所
●定員　１５人程度
●申込方法　電話で下記まで
　（定員になり次第締切）
※参加無料

みなくち診療所
☎６２‐３３４６　Ｆax６３‐１７２８

催  し

水口医療介護センター「健康教室」
「認知症を知ろう！
  身近な人が
 認知症になった時」

問合せ
申込み

　デコパージュという技法で、木箱
をリメイクします。
●日時　3月6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　200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

催  し

わくわく☆
チャレンジクラブ

『デコパージュ』

問合せ
申込み

　現在、甲賀市には４３カ国・地域の
人々が生活し、共に地域の産業と
くらしを支えています。全ての人に
とって住みやすいまちとなるため
に、必要な取り組みとは何でしょう
か？多文化共生の第一人者である�
田
た む ら

村太
た ろ う

郎さんが詳しく解説します。
●日時　２月２６日（金）１９時～２１時
●参加方法　Zoomによりオンライ
ンで視聴できます。申し込みされ
た方へ開催日前日までにメールで
参加用URLをお知らせします。

●申込方法　以下の二次元コード
を読み取り、応募フォームに必要
事項を入力の上、送信してくださ
い。または、メールで下記①②の
いずれかまで。（名前、
メールアドレス、電話番
号を明記）

●申込締切　２月２２日（月）
※参加無料

①政策推進課　多文化共生係
☎６９‐２１１６　Ｆax６３‐４５５４
 koka10041000@city.
koka.lg.jp
②甲賀市国際交流協会
☎６３‐８７２８　Ｆax７０‐６４６８
 mifa@mx.biwa.ne.jp

催  し
多文化共生理解講座

問合せ
申込み

　天気管とも呼ばれるストームグラ
ス。白い結晶が美しく浮かび上がる
グラスを作ります。
●日時　2月21日（日）
午前の部：10時～11時30分
午後の部：13時30分～15時

●場所　くすり学習館
●定員　各回親子先着10組（20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、午前、午後の別を明記。

●申込締切　2月17日（水）
※参加無料

くすり学習館
☎88‐8110　Ｆax70‐3694

催  し

親子ものづくり教室
第３回ストームグラス
づくり

問合せ
申込み

　甲賀市の地場産業を学んでいる
信楽高校と甲南高校が連携して、窯
業や茶業、薬業に関する展示や体験
教室を行います。
●日時　２月２１日（日）１１時～１５時
●場所　くすり学習館
●内容　
　信楽焼（信楽高校・セラミック系列）
近江茶（甲南高校・生物と環境系列）
甲賀の薬（甲南高校・バイオと科学
系列）
地場産業とそれらを学べる高校を
紹介します。
※申込不要・参加無料

甲南高校　森田
☎86‐4145　Ｆax86‐4983

催  し

甲賀市地場産業
高校フェア

問合せ

●日時　２月２８日（日）
　１４時開演（13時20分開場）
●会場　あいの土山文化ホール
●出演　桂

かつら

塩
しおだい

鯛、桂
かつら

南
なんてん

天、桂
かつら

紅
こうじゃく

雀、
　桂

かつら

慶
けい じ ろ う

治朗
●入場料　一般　２,０００円、
　１８歳以下または６５歳以上��１,５００円
※�限定２００席、全席指定、未就学児
入場不可

●前売所　あいの土山文化ホール、
あいこうか市民ホール�他�【発売中】

あいの土山文化ホール
（月曜休館）
☎６６‐１６０２　Ｆax６６‐１６０３

催  し
あいの土山寄席

問合せ

　公募した平面、工芸・立体、書、写
真の４部門の入賞・入選作品を展示
します。　
●日時　２月２５日（木）～３月５日（金）
１０時～１６時
　※入館は15時30分まで
　※３月１日（月）は休館
●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
※入場無料

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　Ｆax62-2625

催  し

第１６回
甲賀市美術展覧会

問合せ

　これまで22回開催してきた「あい
の土山斎王群行」の軌跡を辿る企画
展を開催します。平安絵巻の雅を感
じてみてください。
●日時　２月２７日（土）～３月２１日（日）
　10時～17時　※月火休館
●場所　土山歴史民俗資料館
　第2展示室
●内容　斎王・采女等の衣装、これ
までのポスター・プログラム、前
夜祭や群行当日の映像・写真等の�
展示
※�展示内容は変更する場合がありま
す。
※�３月に開催を予定していた「あい
の土山斎王群行」は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点から中
止としました。
※入館無料

あいの土山斎王群行実行委
員会事務局

（あいの土山文化ホール内
 月曜休館）
☎６６‐１６０２　Ｆax６６‐１６０３

催  し

あいの土山斎王群行 企画展
平安絵巻の雅
今ふたたび…

問合せ
　旧水口図書館でアナログレコード
の響きに酔いしれましょう。聴きたい
レコードがあれば持参してください。
●日時　２月１４日（日）１０時～１６時
●場所　旧水口図書館
　（水口小学校内）
●定員　１５人程度
※�参加無料・申込不要（参加者が多
い場合は、入場をお待ちいただく
場合があります。）

稚
わ か ぎ

木の会　森田
☎０８０-３１１１-７２１９

催  し

よみがえれ！
アナログレコード

問合せ

掲載している催し等は、1月21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。

　公民館では次の講座、教室の受講生を募集します。身近な場所で生涯
学習をはじめませんか。内容については開催場所の公民館まで
●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 開催場所・
申込先 対象・定員 受講料 募集期間

夜
よぞ ら
空旅

た び と
人�

「カノープスを
　見つけよう！」

2月27日（土）
19時～21時

かふか
生涯
学習館

対象）どなたでも
定員）先着20人 無料

2月16日(火)�
～26日(金)�
17時まで

甲賀市公民館講座
催  し

かふか生涯学習館　☎88-410０　Ｆax88-5055問合せ
申込み

　街道を散策しながら、各ご家庭が
街道沿いに飾ったひな飾りをご覧く
ださい。
●日時　２月２８日（日）１０時～１５時
●場所　旧東海道沿い
●その他　健康ウォーキングｉｎ土山
宿を同日開催（ＢＩＷＡ‐ＴＥＫＵポイ
ントの対象です。）詳細は
ホームページまで。

土山学区自治振興会
☎・Ｆax７０‐２０９６

催  し

土山宿
まちなかひな祭り

問合せ

①バスボム作り
　塩・重曹とクエン酸を混ぜてバス
ボムを作ります。
●日時　２月１９日（金）
　１０時３０分～１１時３０分
●持ち物　タオル・飲み物・塩（３０ｇ）
●申込締切　２月１５日（月）
②牛乳パックで小物入れ作り
　牛乳パックに、フェルトやリボンで飾
り付けをして、小物入れを作ります。
●日時　３月１２日（金）
　１０時３０分～１１時３０分
●持ち物　タオル・飲み物・牛乳パッ
ク（１個）

●申込締切　３月８日（月）
①②共通事項
●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６組程度
●申込方法　電話・FAXで下記まで

たけのこ児童館
☎８２‐２３６１　Ｆax８２‐３６１６

催  し
たけのこ子育て広場

問合せ
申込み

　東海道五十三次の宿場町「水口」。
水口の街はどのようにして成立し、ど
のようにして発展したのか、古地図
を用いて歴史地理の視点から解き
明かします。
●日時　２月１４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「古地図から探る
東海道と水口」
　京都大学教授　山

やまむら

村亜
あ き

希氏
　パネルディスカッション
●主催　（一社）甲賀市観光まちづく
り協会
※参加無料・申込不要

（一社）甲賀市観光まちづくり
協会　☎６０‐２６９０

催  し

甲賀流戦国歴史講演
第２回「古地図から探る
東海道と水口」

問合せ
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