
掲載している催し等は、6月22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。

特定非営利活動法人

地域で創る土曜日夢の学習

甲賀市　市民講座（夢の学習）
＜7月17日～ 8月7日分＞

問合せ  各地域の夢の学習事務局 
申込み  水口　  70-2349　　  70-3180
　　　 土山　  080-8322-8044　  70-6242
　　　甲賀　  080-2150-9361　  88-5055
　　　甲南　  070-4411-4070　  86-8119
　　　信楽　  070-4411-4064　  70-6320

開催日 時間 講座名 場所

水口
7月17日(土)

9時30分～10時30分
保育園・幼稚園ってどんなところ？

水口中央公民館7月24日(土) 上下水道出前講座（小学生編）
7月29日(木) 子育て相談役「子育てコンシェルジュ」について

土山
7月17日(土)

9時30分～10時30分
マイナンバーカードの申請、お手伝いします！

土山中央公民館
7月24日(土) これからのコミュニティ

甲賀 8月  7日(土) 10時～ 11時 子育て支援センターってどんなところ？ かふか生涯学習館
甲南 8月  4日(水) 10時30分～ 11時30分 日本遺産について（日本六古窯信楽焼） 甲南公民館
信楽 8月  5日(木) 14時～ 15時 野外活動を楽しもう 信楽開発センター

申込方法  電話・FAXで氏名・講座名・連絡先を開催地
域の夢の学習事務局まで
申込締切  各講座開催の3日前まで　他にも親子講座や
大人の講座を毎週土曜日を中心に開催して
います。詳細は夢の学習ホームページかチ
ラシをご覧ください。 夢の学習

お知らせ

甲賀看護専門学校

「オープンキャンパス」催  し

あいの土山リラックスコンサート

フルートカルテット　紡ぐ音催  し

日 時  7月23日（金・祝）14時開演

（13時30分開場）　 場 所  あいの土

山文化ホール　 出演者  フルート：沼

田陽一、ヴァイオリン：藤原利佳、ヴィ

オラ：友永健二、チェロ：大町剛、ピア

ノ:三村哲子　 プログラム  モーツァルト：

フルート四重奏曲　第2番　第4番、

J.C.バッハ：フルート四重奏曲ほか ※

曲目は変更する場合があります。　

入場料  500円 ※小学生以上有料・

全席自由・200席限定

チケット販売先 あいの土山文化ホー

ル・あいこうか市民ホール

日 時  1回 目　7月30日（ 金 ）

13時30分（13時受付開始）、

2回目　7月31日（土）10時（9

時30分）内容は両日とも同じで、

学校紹介や模擬授業、看護体験な

どを行います。詳細はホームペー

ジをご覧ください。

場 所  甲賀看護専門学校

定 員  各日60人（予約制）

申込方法  本校ホームページ内にあ

る予約フォームよりお申込みください。

電話でも受け付けています。参加人

数、ご希望の日をご連絡ください。

どなたでもご参加いただけます。

令和4年（2022年）

成人式実行委員募集

大人の世界まなびじゅく

「移民の国ニュージーランド」
～在住10年の日本人が語るNZの魅力と暮らし～

催  し

日 時  7月24日（土）10時～ 12時

場 所  Zoom　 対 象  どなたでも

参加費  無料　 定 員  20名

申込締切  7月20日（火）

問合せ・申込み

63-8728　 70-6468

甲賀市国際交流協会　  mifa@mx.biwa.ne.jp

問合せ・申込み  あいの土山文化ホール

66-1602　 66-1603

社会教育スポーツ課　青少年育成係

69-2248　 69‐2293

 koka30104500@city.koka.lg.jp

問合せ・申込み

内 容  成人式（令和4年1月9日開

催予定）の企画・運営　

※今年は市内5会場で分散開催しま

したが、来年はあいこうか市民ホー

ルのみで開催する予定です。

募集対象  平成13年4月2日から平

成14年4月1日生まれで、10回程度

行う実行委員会およびリハーサル・成

人式当日に出席できる方（実行委員

会はオンラインで参加可能）

募集人数  15名程度（各中学校より2

名程度）　 募集期間  8月6日（金）まで

　一生に一度の成人式を自分たち

で作ってみませんか。

問合せ  自衛隊滋賀地方協力本部草津地域事務所　  077-563-8205　 HP  https://www.mod.go.jp/pco/shiga/

　関西フィルハーモニー管弦楽団メン

バーがお贈りする特別な時間…心癒す

至極の“ひびき”をお楽しみください。

児童館事業

たけのこ子育て広場

『ゼリー石けん作り』
催  し

対 象  未就学児と保護者

日 時  7月16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）

定 員  先着6組程度

持ち物  タオル・のみもの

申込方法  電話ファックスで下記

まで　 申込締切  7月12日（月）

問合せ・申込み  たけのこ児童館

82-2361　 82-3616

　ぷるぷる感触の石けんを作り

ます。

募 集

甲賀看護専門学校

65-6071　 65-6073

https://www.kokans.ac.jp/

問合せ・申込み自衛官等の募集

水口幼稚園入園案内

募 集

募 集

◆しぜんさんぽ～初心者から自然観察のガイドをします。 日 時  7月18日（日）14時～15時

◆昆虫の名前しらべ～園内でチョウなどの調査を行います。 日 時  7月25日（日）9時30分～12時30分

場 所  みなくち子どもの森　 対 象  「しぜんさんぽ」は幼児から大人まで。「昆虫」は小学3年生以上

定 員  いずれも10名（先着順。キャンセル待ちあり）　参加費  「しぜんさんぽ」は無料。「昆虫」は100円

申 込  7月1日（木）より申込受付　※詳しくはホームページをご覧ください。※7月5日～ 7日は園内管理のため休園します。

問合せ・申込み  みなくち子どもの森自然館　 63-6712　 63-0466　  koka30104600@city.koka.lg.jp

●受験説明会の実施

みなくち子どもの森 7月イベントご案内

定員（募集定員） 満3歳児 10名、3歳児 30名、4歳児 若干名、5歳児 若干名

願書配布 7月  1日（木）以降随時

入園説明会
7月31日（土）10時～11時30分（受付9時30分）
お子さま連れでおいでください。

願書受付
7月31日（土）幼稚園説明会の後で行います。31日以降は土日
をのぞく9時30分～ 17時。定員を超えた場合は、後日抽選。

願書配布/入園説明会
願書受付/問合せ

学校法人近江聖書学園　水口幼稚園
水口町城東3-21　 62-0329　 62-0334

遊びにおいでよ
（オープンガーデン）

7月26日（月）、27日（火）9時～ 11時
どなたでも自由に園の様子をご覧になれます。お子さま連れ
でおいでください。予約不要。当日受付があります。

※願書は幼稚園のほか、市役所、水口子育て支援センター、甲南子育て支援セ
ンターにも置いています。ホームページにも掲載しています。
　なお、上記以外の私立幼稚園（甲南幼稚園、貴生川認定こども園【短
時部】）は、8月号に掲載予定です。

HP  http://minakuchi.jp/youchien/

※1　いずれか1日を指定されます。

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

防衛大学校（一般）

18歳以上21歳未満の者高卒者（見込含）又は高
専3年次修了者（見込含）

7月1日～ 10月27日
1次:11月6・7日
2次:12月7日～ 11日

防衛医科大学校
（医学科学生）

7月1日～ 10月13日
1次:10月23日
2次:12月15日～ 17日

防衛医科大学校
（看護学科学生）

7月1日～ 10月6日
1次:10月16日
2次:11月27日～ 28日

航空学生

海:18歳以上23歳未満の者高卒者（見込含）又は
高専3年次修了者（見込含）
空:18歳以上21歳未満の者高卒者（見込含）又は
高専3年次修了者（見込含）

7月1日～ 9月9日

1次:9月20日
2次:10月16日～ 21日
3次:（海）11月19日～ 12月15日
　　（空）11月13日～ 12月16日

一般曹候補生
18歳以上33歳未満の者（32歳の者は採用予定
月の末日現在、33歳に達していない者）

7月1日～ 9月6日
1次:9月16日～ 19日
2次:10月9日～ 24日（※1）

自衛官候補生
18歳以上33歳未満の者（採用予定月の1日から
起算して3月に達する日の翌月の末日現在、33
歳に達していない者）

随時募集 受付時にお知らせします。

名称 期日 場所 備考

陸海空自衛隊 受験説明会 毎日（土日祝は相談）草津地域事務所（草津市西渋川1-3-25) 時間内個別説明（10時～ 18時）

催  し

保育士等就職フェア

（説明会）開催のお知らせ

問合せ  保育幼稚園課　 69-2181　 69-2298

※保育園等で働きたいとお考えの方を対象に、甲賀市内

私立園が一園ずつ、園の概要や就職に関して説明します。

ぜひともお越しください。

日 時  8月1日（日）13時30分～15時30分（受付13時）

場 所  あいこうか市民ホール（展示室）

対 象  保育の仕事に興味のある方

主催者  甲賀市役所　保育幼稚園課　 申 込  不要

催  し
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