
掲載している催し等は、10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。

文化のまちづくりフォー

ラム in 甲賀

　アフターコロナを見据えた「新
しい豊かさ」をめざし、文化と
芸術についての条例制定の検討
を始めています。参加者のみな
さんとともに文化と芸術の未来
を考えます。

問合せ・申込み  
あいこうか市民ホール

62-2626　  62-2625
 aikoka-hall@city.koka.lg.jp

催  し

日時  11月23日（火・祝）
14時開演　
場所  あいこうか市民ホール
展示室　
出演  講師 大

おお

澤
さわ

寅
とら

雄
お

（ニッセイ基
礎研究所芸術文化プロジェクト室
准主任研究員　甲賀市出身）　
パネラー 大

おお

野
の

正
まさ

雄
お

（人形劇団むすび座代表）ほか　
コーディネーター 旭

きょく

堂
どう

南
なん

湖
こ

（講談師　甲賀市出身）　
ウェルカムコンサート 

石
いし

田
だ

美
み

知
ち

世
よ

、森
もり

島
しま

梨
り

絵
え

ほか
（フルート奏者）　

定員  70名（インターネット
YouTubeでライブ配信も行います）
参加費  無料
申込方法  あいこうか市民ホールへ
メールまたはFAXで予約（定員に
なり次第締め切ります。また、定
員に達しない場合でも、当日受付
はいたしません。）ライブ配信をご
覧の場合は、申し込み不要です。

問合せ・申込み  みなくち診療所
 62-3346

日時  11月17日（水）14時～15時
場所  みなくち診療所　
定員  
20名程度（定員になり次第締切）　
参加費  無料　
申込方法  電話にて申込みくださ
い。（要予約）

水口医療介護センター

「健康教室」

「コロナ禍の健康管理」

～コロナ前と比べてどうですか～

催  し

11月8日は

「信楽たぬきの日」

　「信楽たぬきの日」を記念し
て、フォトコンテストやグルメな
どたぬきにちなんださまざまな
イベントを開催しています。
　信楽伝統産業会館では、市内
の保育園・ 幼稚園の子供たち
が色を付けたぽんぽこちゃんの
陶人形の展覧会をおこなってい
ます。
　詳細は、信楽町観光協会HP
をご確認ください。

問合せ  信楽たぬきの日実行委員
会（信楽町観光協会・木曜休館）

82-2345　  82-2551
https://www.e-shigaraki.

org/tanuki2021/

催  し

日時  ～11月30日（火）
場所  信楽町一円

にんにんサイクリングで甲賀の歴史めぐり

　聖徳太子・織田家臣団・石橋の3つのサイクリングコースが楽しめ
るモバイルスタンプラリーを開催中です。コース内のスタンプを全て集
めると、甲賀市の特産品が当たる抽選に参加できます。
※詳しくは、HPをご確認ください。

問合せ・申込み  
観光インフォメーションセンター「甲賀流リアル忍者館」

 70-2790　
 70-2659

催  し

日時  ～12月5日（日）　※月曜日（休館日）以外毎日開催
参加費  各コース100円
申込方法  当日16時までに、甲賀流リアル忍者館で申込受付

「滋賀の医療福祉を守り

育てる」県民フォーラム

　いきいき、はつらつと暮らし
続けるために、共に学ぶフォー
ラムを開催します。

問合せ・申込み  医療福祉・在宅看
取りの地域創造会議事務局（県医療
福祉推進課内）

077-528-3529
http://mitori.siga.jp/

催  し

日時  11月28日（日）  14時00分～
16時45分（受付13時30分～）
会場  ピアザ淡海　ピアザホール

（大津市におの浜1-1-20）
定員  先着200名・無料
締切  11月18日（木）

甲南病院で介護体験をし

てみませんか？催  し

問合せ・申込み  
甲南病院（担当・岡

おか

本
も と

）
080-1433-2555

日時  11月6日（ 土 ）10時30分
～11時30分 　
定員  10名（予約制・先着順）
会場  甲南病院（甲南町葛木958）
内容  人形を使って体位交換やオ

ムツ交換体験・ベッドのシーツ交換
体験・車いすやストレッチャーの試
乗体験　※参加無料

催  し
甲賀市公民館講座受講生募集

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

問合せ・申込み  かふか生涯学習館　  88-4100　  88-5055

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

空
ぞら

旅
たび

人
と

（天体観望会）
「ペガスス座から
秋の星座を探そう！」

11月27日（土）
19時00分～
21時00分

かふか
生涯学習館

対象）どなたでも
定員）先着20人

無料
11月16日（火）から
11月26日（金）17時まで
※必ず電話でお申し込みください。

問合せ・申込み  滋賀県立障害者福祉センター　  077-564-7327　  077-564-7641
http://www.shiga-fukushi-center.com/

参 加 費  受講料無料。ただしスポーツ安全保険料が必要。　申込方法  受講申込書・予備調査表に記入し、
来所、FAX、または郵送で申し込んでください。受講申込書・予備調査表はホームページに掲載しています。　
申込期間  11月16日（火）～ 12月12日（日）正午
郵送の場合は12月11日（土）必着　※応募者多数の場合は抽選により決定します。

催  し
滋賀県立障害者福祉センター令和3年度スポーツ教室募集（第3期）

募 集

教室名 対象者 定員 開始日 曜日・回数

リズムでダンス 中学生以上の知的障がいのある方 20人 1月15日～
土曜日

15時30分～ 16時30分
全6回

スイム・スイム・スイム

中学生以上～ 35歳（令和3年4月1日時
点）の障がいのある方で、
集団指導に対応できる方

15人 1月16日～
日曜日

17時30分～ 18時30分
全6回

　市民の皆様に広く活用いただいている「健診（検
診）カレンダー」に広告を掲載しませんか

「健診（検診）カレンダー」に掲載する

広告を募集します

問合せ・申込み  すこやか支援課　地域包括支援室
 69-2167　  63-4085

掲載場所  令和4年度健診（検診）カレンダーで市の指
定する位置（位置指定はできません）
発行時期  令和4年3月発行予定　
発行部数  30,500部　募集枠数  最大12枠
広告規格料金  
①縦50mm×横55mm　22,000円（税込）
②縦50mm×横120mm　44,000円（税込）
申込期間  ～11月19日（金）17時15分まで
※土日祝日は受付できません。 申込方法  申込書・原稿・納税証明書（市外の申込者
に限る）・誓約書・役員調書の5点を提出ください。
※詳細は市のホームページでご確認ください。

募 集

お詫びと訂正

「高齢者インフルエンザ予防接種」（本紙10月号8ペー
ジ）で以下の誤りがありました。お詫びして訂正します。
誤：※3　甲南病院で予防接種のみをご希望の方は、月・

水・木・金曜日は12時から15時の間に、…
正：※3　甲南病院で予防接種のみをご希望の方は、月・

水・木・金曜日は13時から15時の間に、…

パソコンでオリジナル年賀状を作成しませんか。

オリジナル年賀状講習会

問合せ・申込み  相談支援センターろーぶ
甲賀市水口町本綾野1978-7
（障がい者支援センターかがやき内）

 65-4641　  65-4642

日時  11月20日（土）13～16時、11月27日（土）
13～16時　 場所  相談支援センターろーぶ
参加費  無料　 対象  甲賀市・湖南市在住（障がい
のある方優先）で、ワードで文字入力ができる方。　
定員  各日4人（先着順）　  申込締切  11月16日（火）

催  し
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