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INFORMATION

●日時　３月２７日（土）１０時
　近江鉄道水口城南駅集合
●内容　「水口宿・水口城趾と美富
久酒造めぐり」
� 近江鉄道水口城南駅、水口城資料
館�（水口宿と水口城）、東海道をた
どり美富久酒造へ（解散）

●参加費　100円（保険等充当）
※水口城資料館入場の際は別途
100円が必要

●申込方法　電話で下記まで
●定員　先着20人

（一社）甲賀市観光まちづくり協会
☎60-2690

催  し

春の東海道酒蔵めぐり
～酒蔵で繋がる東海道～

問合せ
申込み

　聴覚障がいのある方を主人公にし
て制作された映画です。この機会に聴
覚障がいや手話にふれてみませんか。
●日時　３月１３日（土）　２回上映
　・１０時～１２時
　・１３時３０分～１５時３０分
●場所　忍の里プララ
●定員　各回２００人
●参加費　大人（高校生以上）１２００
円、子ども（小中学生）５００円

●チケット販売場所　あいこうか市
民ホール、忍の里プララ
※�コロナ対策のため、前売り券のみ
販売。当日券はありません。

甲賀地域「咲む」上映会実行
委員会
Ｆax0748-72-1047
kouka.konan.emu@
gmail.com

催  し
映画「咲

え

む」上映会

問合せ

　近代児童文学の先駆者である巖
谷小波の生誕150周年を記念し、講
演会を開催します。
●日時　3月13日（土）
　13時30分～15時（開場13時）
●場所　市役所�別館�2階�会議室
202・203（オンラインによる講演）

●講師　金
キム

�成
ソンヨン

妍氏（大分県玖珠町・
久
く る し ま

留島武
たけひこ

彦記念館館長）
●定員　先着20人
●申込方法　電話・ＦＡＸで下記まで
●申込期間　3月10日（水）まで
※参加無料

水口歴史民俗資料館
（木金曜休館・10時～17時）
☎62-7141　Ｆax 63-4737

催  し

巖谷小波生誕150周年
記念講演会

「巖
い わ や

谷小
さ ざ な み

波とその魅力」

問合せ
申込み

　「健康寿命を延ばそう！」を目的に、
健康に関する相談を行います。
●日時　３月２日（火）～５日（金）
　10時～17時
●場所　平和堂アル・プラザ水口
●内容　テーマ「こころの健康」
〇健康相談
〇�理学療法士によるリラックス呼
吸法の指導（13時～17時）

※参加無料・申込不要
すこやか支援課  健康増進係
☎69‐2168　Ｆax 63‐4085

催  し
健康ステーション

問合せ

　七宝焼きで美しく輝くストラップ
をつくります。
●日時　３月１４日（日）１０時～１２時
●場所　くすり学習館
●定員　親子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）、連絡先電話番号を明記

●申込締切　３月１０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４回 「七宝焼き」

問合せ
申込み

掲載している催し等は、2月17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。

①しいたけのほだ木づくり
●日時　3月7日（日）
　9時30分～12時
②しぜんさんぽ�（自然散歩）
●日時　３月14日（日）
　14時～15時
③四季の昆虫観察会（春編）
●日時　3月21日（日）
　13時30分～15時
●場所　すべてみなくち子どもの森
●対象　①③小学1年生以上
　②幼児から大人まで
●参加費
　①1組200円�②無料�③1人50円
●定員　すべて先着10人
●申込方法　電話・FAX・メールで
下記まで

●申込期間　3月2日（火）～開催日
の前々日17時まで

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
の催し

問合せ
申込み

　みんなで楽しく元気よく！ダンス
を踊ってみませんか？
●日時　４月～令和４年３月
　毎週水曜日（１レッスン１時間）
　１６時～１７時　yeada�kid’s
　１９時～２０時　紅葉JAZZ
●場所　あいの土山文化ホール
●対象　市内小学生
●定員　各クラス先着１５人
※受講希望者が少ないクラスは開講
しない場合があります。

●受講料　３，０００円／月
●申込期間
　３月２０日（土・祝）１０時～３１日（水）
※定員になり次第締切
●申込方法　電話・FAXで下記まで
無料体験レッスン
●日時　３月２４日（水）
　１６時～　yeada�kid’s
　１７時～　紅葉JAZZ
無料体験レッスンをご希望の方は下
記までご連絡ください。

あいの土山文化ホール
（月曜休館）
☎６６‐１６０２　Ｆax６６‐１６０３

問合せ
申込み

ＴＪＤ（つちやまジュニア
ダンススクール）
受講生募集 募  集

●活動内容
（１）�館内装飾・掲示物の作成�
（２）�本の修理・装備
（３）�館内外の清掃・美化

●活動期間　４月１日（木）～令和４年
３月３１日（木）（年度ごとに登録・更新）

●応募条件　次の条件をいずれも
満たす方
（１）年間を通じて活動ができる方
（２）申込日現在１６歳以上の方
　（１８歳未満は保護者の同意要）
（３）図書館の研修に参加できる方

●応募方法　応募用紙（各図書館に
設置・ホームページに掲載）をＦＡ
Ｘ・郵便・持参で下記ま
で。または右の二次元
コードからオンラインで。

●募集期間　３月３１日（水）まで
※�報酬、交通費等の支給はありません。

水口図書館
☎６３‐７４００　Ｆax６３‐４７３７
土山図書館
☎６６‐１０５６　Ｆax６６‐１０６７
甲賀図書情報館
☎８８‐７２４６　Ｆax８８‐７００５
甲南図書交流館
☎８６‐１５０４　Ｆax８６‐１５０５
信楽図書館
☎８２‐０３２０　Ｆax８２‐３９２１

問合せ
申込み

図書館ボランティア
募集 募  集

●日時　4月18日・5月23日・6月
13日・7月3日・8月1日・9月26日・�
10月3日・11月14日・12月12日�
の9～12時（全９回）

●場所　みなくち子どもの森　
　体験農場
●内容　もち米づくり、さといも等
の栽培と収穫、里山の四季の自然
観察・体験

●定員　15人（原則として毎回参加
の方。定員超の場合は家族ごとに
抽選）

●対象　小学生～大人（小学生未満
の同伴はご遠慮ください）

●参加費　通信費として家族で年
840円、その他材料費等を必要に
応じて集金

●申込方法　｢こいもクラブ参加希
望｣と明記し、参加者全員の氏名、
学年（子どものみ）、住所、電話番
号を記入の上、直接・郵送・メール
で下記まで

●申込締切　3月31日（水）必着
528-0051
甲賀市水口町北内貴10
みなくち子どもの森自然館
☎63-6712　Ｆax 63-0466
 koka30104600@city.
koka.lg.jp

問合せ
申込み

みなくち子どもの森
｢こいもクラブ｣
参加者募集 募  集

　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

（天体観望会）
「太陽系の
� おはなし」

3月27日（土）
10時～12時

かふか
生涯
学習館

対象）どなたでも
定員）先着20人 無料

3月16日（火）
～26日（金）
17時まで

甲賀市公民館講座

かふか生涯学習館　☎88-410０　Ｆax88-5055問合せ
申込み

募  集

●日時　3月13日（土）10時～11時
●参加方法　おうちからZoomで
参加　

●対象　小学生
●定員　３０人
●申込方法　以下の二次元コード
を読み取り、必要事項
を記入の上、メールで
送信してください。

●申込締切　3月9日（火）17時まで
※参加費無料　

甲賀市国際交流協会
☎63-8728　Ｆax70‐6468
mifa@mx.biwa.ne.jp

催  し

小学生のための国際理解講座
世界まなびじゅく
第3回　パラグアイ

問合せ
申込み

　手話について学びたい方、初めて
の方でも大歓迎です。
●日時　５月から毎月１回
　（基本第３土曜日に開催）
●場所　宇川会館
●対象　小・中学生
●定員　５人程度
●受講料　年間２，０００円
●申込方法　電話・ＦＡＸで下記まで
●申込締切　４月2０日（火）

宇川会館
☎・Ｆax ６２‐４１０９

問合せ
申込み

宇川会館
小・中学生手話教室
受講者募集 募  集

　国民健康保険高額療養費支給申
請時には、医療機関発行の領収書の
添付が必要ですが、４月受付分から、
原則省略できるようになります。
　ただし、国民健康保険税に未納の
ある方、支給申請額が１０万円以上
の方は、従来通り領収書の添付が必
要となる場合があります。
　詳細は、下記まで。

保険年金課　国保年金係
☎６９‐２１４０　Ｆax６３-４６１８

問合せ

国民健康保険加入者の方へ
高額療養費支給申請の
領収書添付が
省略できるようになります

お知らせ
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