
対 象  外国人の日本語学習を
支援するボランティアに関心が
ある方。受講後に当協会の日本
語教室で活動ができる方。全6
回の講座を受講できる方。
定 員  10名　
受講料  会員無料、

一般2,000円　
日 時  

第1回11月6日
※第2回11月20日
第3回12月18日
第4回2022年1月15日
第5回1月22日
第6回2月5日 
いずれも土曜日
午前10時～ 11時30分　
※第2回のみ
午前9時30分～ 11時　
場 所  甲賀市まちづくり

活動センター　
まるーむ　多目的室2　
内 容  

①まったく日本語がわからない
人に…
②「これ・それ・あれ」（指示詞）
③「ます形」（動詞）
④形容詞
⑤あげる・もらう・
くれる（授受表現）
⑥「て形」（動詞）

日本語ボランティア

養成講座

～実践中のボランティアと一緒に学ぶ

日本語の教え方　日本語ボランティ

アに挑戦してみませんか～

　甲賀市国際交流協会の日本語
教室で活動をするボランティア
を養成・育成するための講座を
開催します。

問合せ・申込み  甲賀市国際交流協会
事務局　 0748-63-8728

mifa@mx.biwa.ne.jp

催  し

日時  11月26日（ 金 ）～ 28日
（日）9時～17時（最終日は16時
30分まで）※但し、新型コロナウ
イルス感染症の流行等の状況が
悪化した場合は中止　
場所  滋賀県立陶芸の森・太陽
の広場

第26回信楽セラミック・

アート・マーケット

in陶芸の森2021

　「作品と作家に出会う」をテー
マに県内から作家が集まり、作
品の展示・販売を行います。

問合せ  滋賀県陶芸の森
83-0909　  83-1193

催  し

わくわく☆チャレンジクラブ

『お正月の室内飾り』

　紙皿と麻紐で、お正月飾りの
リースを作ります。

問合せ・申込み  かえで会館
86-4363　  86-4958

催  し

日時  12月11日（土）10時～11時
場所  かえで会館　
対象  市内の小学生　
定員  先着8人
持ち物  ハンドタオル・飲み物
申込方法  電話で下記まで

◆しぜんさんぽ (自然散歩)
《申込制》
　11月21日（日）
　14時00分～15時00分
◆四季の昆虫観察会(冬編)
　11月28日（日）
　13時30分～15時00分

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

みなくち子どもの森　

11月のイベント催  し

場所  （いずれも）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。「昆虫観察会」
は小学1年生以上。　
参加費  「しぜんさんぽ」は無料。

「昆虫観察会」は一人50円。
申込方法  要申込（定員10人）

（11月2日～申込開始）

問合せ・申込み  山内エコクラブ
（代表・竜王）  ryuoh-mtm@
maia.eonet.ne.jp

 090-7966-2262
（平日は18時以降）

 0748-68-0598

市民協働事業「地域回想

法」研修会―回想は生き

る力につながる―

催  し

日時  11月23日（火・祝）14時～
場所  かふか生涯学習館
2階研修室　
内容  第1部　講演「脳の仕組
みから見た地域回想法」　講
師・長

は

谷
せ

川
がわ

健
たけし

氏（富山県・老人
保健施設アルカディア氷見施設
長、脳外科医師）※録画による
講演　第2部　民具を使ったサ
ロンに役 立つワークショップ　
コーディネーター・甲賀市歴史文
化財課学芸員ほか　 対象  高齢
者サロンボランティア・関心のあ
る方　 参加費  700円（テキスト
代含む）　 定員  50名（事前申
込制・先着順）　 申込方法  メー
ル・FAXまたは電話で下記まで
申込期限  11月19日（金）

問合せ・申込み  たけのこ児童館
82-2361　 82-3616

児童館事業

たけのこ子育て広場

『遊戯室で遊ぼう』

　遊技室で、好きな遊びを楽し
みます。

催  し

対象  未就学児と保護者
日時  11月19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・上靴　
申込方法  電話ファックスで下記
まで　
申込締切  11月15日（月）

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。

月 日（曜日） 時間 講座名 場所

11月

16・23・30日（火） 14時～ 16時 健康づくり（ソフトミニバレー広場） 岩上体育館
17日（水） 10時～ 11時 知っとこうか、こうかの歴史あれこれ

水口中央公民館

17・24日（水） 10時～ 12時
初心者からの囲碁

20・27日（土） 10時～ 12時
20日（土） 14時～ 15時 ミュージックベル広場
26日（金） 10時～ 11時30分 「三方よし」近江商人の商いの心
30日（火） 9時30分～ 11時 写経教室
30日（火） 9時30分～ 11時30分 サロンへようこそ！⑧

20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

18日（木） 14時30分～ 16時 大人の絵手紙教室（葉っぱの絵手紙）

土山中央公民館27日（土） 9時30分～ 10時30分 なるほど！なっとく！消費生活

27日（土） 10時40分～ 11時40分 ほっこりサロンへおいでやす
（フエルトでバラ作り）

20日（土） 10時～ 11時 なるほど！なっとく！消費生活
かふか生涯学習館

20日（土） 11時～ 15時 将棋のプロが来る！
竹内雄悟5段プロのお話と対局

20日（土） 10時40分～ 11時45分 編物教室（大人） 甲南公民館
16・30日（火） 13時～ 16時 大人の囲碁・将棋広場 信楽開発センター

12月

1・8・15日（水） 10時～ 12時
初心者からの囲碁

水口中央公民館

4・11日（土） 10時～ 12時
3日（金） 10時～ 11時 公共施設等のマネジメント
4日（土） 10時30分～ 12時 書に親しむ教室（大人）
4日（土） 14時～ 15時 ミュージックベル広場（大人）

9日（木） 9時30分～ 12時 サロンへようこそ！⑨
「健康にとっての睡眠の重要性」

11日（土） 13時30分～ 15時30分 大人の音楽広場
7・14日（火） 14時～ 16時 健康づくり（ソフトミニバレー広場） 岩上体育館

4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
9日（木） 14時～ 15時 地球温暖化対策について 信楽

開発センター7・14日（火） 13時～ 16時 大人の囲碁・将棋広場

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）
＜11月16日～ 12月15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

　これからの時季は空気が乾燥し、また、暖房器具など火の取扱いが始まるため、全国的に火災が起こりや
すくなります。今一度、身近な防火・防災について考えましょう

　住宅用火災警報器は※正しい場所に設置するとともに、「いざ」というときに適切に
作動するよう、定期的に点検・清掃し、確実に作動する状態にしておきましょう。
　また、住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知し
なくなることがあるため、設置後10年を目安に取り替えましょう。
※正しい設置場所とは…甲賀市・湖南市では、「寝室」と「階段（寝室が2階などにある
場合）」にも設置が必要です。

● 確かめましょう、住宅用火災警報器

問合せ  甲賀広域行政組合消防本部予防課 　 63-7932　 63-7940　
 fd-yobo@koka-koiki.jp　  https://www.koka-koiki.jp

11月9日～15日まで　令和3年 秋の火災予防運動
お知らせ
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