
特定非営利活動法人

地域で創る土曜日夢の学習

月 日（曜日） 時間 講座名 場所

10月

16日(土) 14時～ 15時 ミュージックベル広場(大人)

水口中央公民館

16日(土) 13時30分～ 15時 詩吟教室

20日・27日(水) 10時～ 11時45分 初心者からの囲碁広場

23日・30日(土) 9時～ 12時 初心者からの囲碁広場

23日(土) 9時～ 11時30分 折り紙教室(大人）

26日(火) 9時30分～ 11時 写経教室

30日(土) 10時～ 11時 【市】子どもと読書（幼児向けおはなし会）

19日・26日(火） 14時～ 16時 健康づくり（大人のソフトミニバレー広場） 岩上体育館

21日(木) 14時30分～ 16時 大人の絵手紙教室（カボチャの絵手紙）

土山中央公民館23日(土) 9時30分～ 10時30分 【市】おいしい「甲賀のお茶」講座

23日(土) 10時40分～ 11時40分
ほっこりサロンへおいでやす

（新聞紙でブローチ作り）

16日(土) 9時30分～ 10時20分 健康づくり（大人のわくわく運動教室） 土山体育館

23日（土） 10時30分～ 11時30分 【市】子ども虐待と支援 甲南公民館

23日（土） 14時～ 15時 【市】犬の飼い方・猫の飼い方 信楽開発センター

11月

3日・10日(水) 10時～ 11時45分 初心者からの囲碁広場

水口中央公民館

6日(土) 9時～ 12時 初心者からの囲碁広場

6日(土) 14時～ 15時 ミュージックベル広場(大人)

6日(土) 10時30分～ 12時 書に親しむ教室(大人)

10日(水) 10時～ 11時 【市】人に伝えることの大切さ

13日(土) 13時30分～ 15時 詩吟教室

13日(土) 13時30分 ～ 15時30分 大人の音楽広場(楽器は各自ご持参ください)

2日・9日(火) 14時～ 16時 健康づくり（大人のソフトミニバレー広場） 岩上体育館

6日(土) 9時30分 ～ 10時30分 60才以上の心（脳科学）剣道 土山中央公民館

6日(土) 10時～ 11時 百人一首広場（大人） 信楽開発センター

甲賀市　市民講座（夢の学習）
＜10月16日～ 11月13日分＞催  し

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

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

掲載している催し等は、9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。

―カイゴとフクシ―

就職フェアinしが催  し

　県内の介護・福祉の職場へ
の就職や転職をお考えの方はぜ
ひお越しください。
　無資格・未経験も可。
　5法人以上のブース訪問でク
オカード特典あり。

日 時  10月24日（日）13時00
分～15時30分（受付は開始の
30分前からとなります。）
場 所  甲賀市福祉ホール（甲賀

市水口町水口5609番地）
参加費 無料　 申込み・詳細  webか
ら申込んでください。https://
fair.fukushi.shiga.jp/

滋賀県立盲学校　

職業課程オープンスクール

甲賀市防災マップ

広告スポンサー募集

日 時  11月10日（水）9時35
分～ 12時35分※新型コロナウ
イルス感染症の状況、気象警報
により、日時変更・中止の場合
があります。　
場 所  滋賀県立盲学校（彦根市

西今町800番地）　
対 象  目の病気や低視力などで

進路や職業選択にお悩みの方
（年齢・障害者手帳の有無は不問
です）やその家族、福祉関係者　
定 員  なし　　参加費 無料　
申込方法  電話にてお申込みく

ださい。　 申込締切  11月5日
（金）17時まで

問合せ・申込み  滋賀県立盲学校　
職業課程教育相談担当　

0749-22-2321（平日9時～17時） 
http://www.vi-sh.shiga-ec.ed.jp

　視覚障がい者のための職業課
程「あん摩マッサージ指圧師・は
り師・きゅう師養成課程」のオー
プンスクール（授業見学・体験
等）を行います。

　滋賀県より指定されている、最
新の甲賀市内の浸水区域や土砂災
害警戒区域などを記載した「甲賀
市防災マップ」を令和3年度中にリ
ニューアルする予定です。
　「甲賀市防災マップ」は、広告収
入の一部を経費として充てるもの
で、広告掲載の申し込みや問い合
わせは、甲賀市危機管理課まで

問合せ・申込み  滋賀県社会福祉協議会
077-567-3925
077-567-3928

募 集募 集

水口税務署

★ 記帳説明会等のご案内 ★催  し

　新たに記帳を行う方や記帳の仕方が分からない方のために、記帳・
帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」、

「決算説明会」を実施します。
　なお、「記帳説明会」終了後に、令和5年10月１日から導入される「適

格請求書等保存方式（インボイス制度）」に関する説明会を実施します。

　各説明会とも新型コロナウイルス感染症の影響により開催を見送る場合があります。

※各回とも参加人数に制限がありますので、参加を希望される方は、

事前に下記問合せ先までご連絡ください（案内文が届いた方（新た

に事業を開始された方などを対象）については、連絡は不要です。）。

※「決算説明会」は、原則として「記帳説明会」に参加した方を対

象とした内容となります。

★記帳説明会（全３回） ★決算説明会（全2回）

問合せ  水口税務署　個人課税部門　 0748-62-0317（直通）

開催年月日 時 間 場 所 講 師

令和3年

10月14日（木）
13時

30分～

16時

水口納税協会3階会議室

（水口税務署の隣り）
署職員

令和3年

10月15日（金）

令和3年

10月18日（月）

湖南市共同福祉施設2階

大ホール（サンライフ甲西）

開催年月日 時 間 場 所 講 師

令和3年

12月2日（木）
10時～

12時

水口納税協会3階会議室

（水口税務署の隣り）
署職員

令和3年

12月3日（金） 　2019年に話題になった藤栄神社に伝わる水口レ
イピアについて、最新の調査結果を基に紹介します。

スポット展示 ─ 水口レイピア ─

日 時  10月9日（土）～11月10日（水）　
場 所  水口歴史民俗資料館　第2展示室　
観覧料 大人150円　小中学生80円

催  し

問合せ  水口歴史民俗資料館（木金休館・10時～17時）
62-7141　 63-4737（FAX図書館共用）

みなくち子どもの森の催し
催  し

◆ しぜんさんぽ （自然散歩）《申込制》　10月24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　参加費 無料　申込み 10月1日から申
込開始（開催日の前々日17時締切）の先着順

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

問合せ  危機管理課　防災危機管理係
69-2103　 63-4619

第40回文化書道展

日 時  10月23日（土）9時30分～

17時／ 10月24日（日）9時30分

～ 15時30分

会 場  碧水ホール　入場料 無料　

主 催  文化書道滋賀甲賀支部

催  し

問合せ  田中書道院（田中）
090-5252-1370
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