
　 しぜんさんぽ（自然散歩） 12月26日（日）14時00分～15時00分
里山で門松の材料集め 12月25日（土）9時30分～12時30分
地層化石講座 1月9日（日）「地層」・10日（月）「化石」両日とも10時

00分～12時00分　
場 所  みなくち子どもの森　 対 象  しぜんさんぽ：幼児から大人まで／

門松の材料集め：小学4年生以上／地層化石講座：小学1年生以上（小
学3年生以下は保護者同伴が必要）　参加費  しぜんさんぽ：無料／門松

の材料集め：200円／地層化石講座：100円　 申込方法  いずれも要申
込で12月1日～受付開始、定員10名。「地層化石」は12月23日までに
参加者全員の氏名と学年、住所、電話番号をハガキかFax、E-mailで。（定
員超の場合は抽選。その他の行事は先着順に受付）。

催  し

催  し

催  し

催  し

あいの土山文化ホール開館３０周年事業　

さかなクンのギョギョッとびっくり！お魚のおはなし

日 時  1月30日（日）14時開演（13時30分開場）　

場 所  あいの土山文化ホール　 入場料  前売1,500円、当日2,000円　※小学
生以上有料・全席指定席・250席限定　12月18日（土）10時00分～チケット発
売（窓口でのみ受付） ※電話予約は12月19日（日）10時～　
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  12月13日（月）～ 25
日（土）　 運行時間  信楽駅9時
46分発から信楽駅着11時48
分までの2往復　
場 所  信 楽 高 原 鐵 道 列 車 内　

※ご乗車には事前予約が必要で
す。感染症予防対策のため、ご
乗車いただける人数を制限して
の運行となります。
参加費  イベント参加は無料（乗
車には往復運賃がかかります。
大人940円／小人480円　※
大人1人につき未就学児は2名
無料）

日 時  12月17日（金）13時～
15時30分　

場 所  水口中央公民館鹿深ホー
ル（甲賀市水口町本丸1番20号）
講 師  NTTドコモ　

対 象  甲賀市・湖南市在住の
視覚障がい者　 定 員  14名　

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  12月14日（火）また
は定員になり次第受付終了　

※体験に使用する機器（iPhone 
SE）はNTTドコモにて準備され
ます。

　お魚の豊富な知識と経験
に裏付けされたトークでギョ
存知のさかなクン！海や川に
住む、お魚のギョギョッと
驚くおはなしを親子でお楽
しみください。

　　二十歳を迎えた新成人の門出を祝う甲賀市成人式を開催します。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、例年と開催方法等が異なっ
ていますのでご注意ください。

令和4年（2022年）甲賀市成人式

掲載している催し等は、11月19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。

信楽高原鐵道サンタ列車

を運行します。

視覚障がい者のための

スマートフォン体験講座

みなくち子どもの森の催し

　クリスマス仕様の列車で、サ
ンタさんがお出迎え。一緒に楽
しい時間を過ごしましょう。ご
乗車いただいたお子様にはプレ
ゼントもありますよ。

　スマホ初心者向けの便利機能
や音声読み上げ機能を使って画
面を見ずに操作する方法などに
ついて学びます。

問合せ・申込み  
信楽高原鐵道（株）

82-4366　 82-3323

問合せ・申込み  
相談支援センターろーぶ

0748-65-4641

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・申込み  あいの土山文化ホール　 66-1602　 66-1603

催  し

日 時  1月9日（日）　
開場・受付　13時00分　
第1部 記念式典　14時00

分～ 14時30分　
第2部 記念イベント～新成

人のつどい～　14時40分～
15時30分予定　
会 場  参加者の社会的距離の

確保など３密（密閉・密集・
密接）回避のため、右表のと
おり分散開催で行います。出
身中学校別に各会場へお越しください。　 対 象  平成13年（2001年）
4月2日から平成14年（2002年）4月1日に生まれた方で、下記のい
ずれかに該当する方　1.甲賀市に住民登録がある方　2.現在、甲賀市
に住民登録はしていないが、甲賀市内の学校に通ったことがある方、甲
賀市内にお勤めの方で、甲賀市成人式への参加を希望する方　

詳しい情報は二次元バーコードからホームページをご覧い
ただくか下記までお問い合わせください。　
主 催  甲賀市　甲賀市教育委員会　成人式実行委員会

問合せ  
社会教育スポーツ課　青少年育成係　 69-2248　 69-2293

●会場は分散開催としますが、受付や式

典開始時刻は全会場左記のとおりです。

出身中学校 会 場

水口・

水口東・

その他
あいこうか市民ホール

土山

城山
碧水ホール

信楽

甲賀
甲南情報交流センター

甲南

月 日（曜日） 時間 講座名 場所

12月

17日（金） 10時～ 11時 【市】地域の情報発信について

水口中央公民館

18日（土） 9時～ 11時30分 折り紙教室(大人）
18日（土） 11時～ 15時30分 将棋のプロが来る！竹内雄悟5段プロのお話と対局
18日（土） 13時30分～ 15時 詩吟教室
18日（土） 14時～ 15時 ミュージックベル広場（大人）
18日（土） 10時～ 12時

初心者からの囲碁
22日（水） 10時～ 12時
21日（火） 9時30分～ 11時 写経教室
23日（木） 9時30分～ 11時30分 サロンへようこそ！⑩
21日（火） 14時～ 16時 健康づくり（ソフトミニバレー広場） 水口体育館
16日（木） 14時30分～ 16時 大人の絵手紙教室(クリスマスツリー） 土山中央公民館
18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（土） 10時～ 11時 【市】空家対策について かふか生涯学習館
18日（土） 10時40分～ 11時45分 編物教室 甲南公民館
18日（土） 13時30分～ 15時30分 大人のクラフト教室

信楽開発センター
21日（火） 13 時～ 16時 大人の囲碁・将棋広場

1月

11日（火） 14時～ 16時 健康づくり（ソフトミニバレー広場） 水口体育館
5日・12日（水） 10時～ 12時

初心者からの囲碁

水口中央公民館

8日・15日（土） 10時～ 12時
8日（土） 10時30分～ 12時 書に親しむ教室（大人）
8日（土） 13時30分～ 15時30分 大人の音楽広場

12日（水） 13時30分～ 15時 ボールペンアート
13日・20日・

27日（木）
10時～ 12時

わたしと家族の「そうぞく」 　（明治安田生命との包括連携
協定　3回連続講座）

14日（金） 10時～ 12時 【市】地域ぐるみの鳥獣害対策
15日（土） 13時30分～ 15時 詩吟教室
15日（土） 14時～ 15時 ミュージックベル広場（大人）
8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

11日（火） 13時～ 16時 大人の囲碁・将棋広場
信楽開発センター

15日（土） 10時30分～ 11時20分 大人の百人一首広場

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）
＜12月16日～ 1月27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
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