
INFORMATION

情報のまど

◆しぜんさんぽ （自然散歩）
　園内の安全なコースを歩いて、季
節のおススメの自然を紹介します。
◦日時　５月29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　電話、FAX、E-mailで下記

まで。定員10人
※事前の申込みをお願いします

みなくち子どもの森自然館
☎63-6712　Ｆax63-0466
 koka30104600@city.
koka.lg.jp

　牛乳パックをプランターにして、菜
園を作ります。
◦対象　未就学児と保護者
◦日時　５月２０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・牛乳

パック（１個）
◦申込方法　電話、ファックスで下

記まで
◦申込締切　５月１６日（月）

たけのこ児童館
☎８２‐２３６１　Ｆax８２‐３６１６

　タングラムというパズルを作って
遊びます。
◦日時　６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

かえで会館
☎８６-４３６３　Ｆax８６‐４９５８

　信楽高原鐵道の車窓からの眺めと
して人気の“うしかい田んぼアート”
を開催します。多くの皆さまに関わっ
ていただくために田植体験会を実施
します。どなたでもご参加可能です。

◦日時　７月２３日（土）１６時開演
◦会場　あいこうか市民ホール
◦入場料　一般　４,０００円 
　　  ２５歳未満　２,５００円
　※全席指定、未就学児入場不可

◦日時　６月１２日（日）８時３０分～受付
◦定員　２００名（先着順）
◦参加費　１人６００円（おにぎり・お

茶付き）
◦申込先　貴生川公民館
 　☎６２-２０２７
 　 info@kibukawa.jp
◦申込方法　電話またはメール
◦申込締切　５月２７日（金）
◦主催　うしかい田んぼアート実行

委員会
貴生川自治振興会
☎62-2027　Ｆax６3-2203

◦前売開始日　５月１４日（土）９時～
◦前売所　あいこうか市民ホー

ル、ローソンチケット（Ｌコード
５４９２２）、ほか

※前売初日に限り、お一人4枚までと
します
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みなくち子どもの森の
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児童館事業

たけのこ子育て広場

『ミニ菜園作り』

わくわく☆チャレンジ

クラブ

『タングラム』

甲賀市 市民講座（夢の学習）

＜５月８日～６月１０日分＞

みんなで植えよう田んぼアート

『清塚信也ピアノリサイタル』 前売開始
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掲載している催し等は、4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。

検索

講座名 開催日 時間 場所

ボールペンアート教室 5月11日（水） 13時30分 ～ 15時

水口中央公民館

健康マージャン教室 5月11日・25日（水）・6月8日（水） 14時 ～ 16時

水引細工教室 5月12日（木） 9時30分 ～ 11時

自分で着る着付け教室 5月12日（木） 13時30分 ～ 15時30分

【市】災害に備える 5月13日（金） 10時 ～ 11時

詩吟教室 5月14日（土） 13時30分 ～ 15時

大人の音楽広場 5月14日（土） 13時30分 ～ 15時30分

サロンへようこそ！②
「クイズで学ぶ薬のいろは」

5月19日（木） 9時30分 ～ 11時30分

ミュージックベル広場 5月21日（土）・6月4日（土） 14時 ～ 15時

【市】はじめての手話 5月26日（木） 10時 ～ 11時30分

写経教室 5月31日（火） 9時30分 ～ 11時

書に親しむ教室（大人） 6月4日（土） 10時30分 ～ 12時

大人の書道教室 5月12日（木） 13時30分 ～ 14時20分

土山中央公民館
大人の絵手紙教室（傘の絵手紙） 5月12日（木） 14時30分 ～ 16時

ほっこりサロンへおいでやす 5月28日（土） 9時30分 ～ 11時30分

60才以上の心（脳科学）剣道 6月4日（土） 9時30分 ～ 10時30分

健康づくり（大人のわくわく運動教室） 5月21日（土） 9時30分 ～ 10時20分 土山体育館

大人の切り絵教室 5月12日・19日（木） 14時 ～ 15時30分

かふか生涯学習館

手芸教室（大人） 5月13日・27日（金）・6月10日（金） 13時30分 ～ 15時30分

絵手紙教室（大人） 5月20日（金） 13時30分 ～ 15時

囲碁教室 5月21日（土） 9時30分 ～ 11時

百人一首教室 5月21日（土） 10時 ～ 11時

理学療法士が教える体操教室 5月26日（木） 13時30分 ～ 14時30分

絵手紙教室 5月28日（土） 10時 ～ 11時30分

囲碁の対局 5月21日（土） 10時45分 ～ 11時45分
甲南公民館

編み物教室（大人） 5月28日（土） 10時40分 ～ 11時50分

大人の囲碁・将棋広場
5月10日・17日・24日・31日（火）・
6月7日（火）

13時 ～ 16時

信楽開発センター
英語教室（大人） 5月11日（水） 10時 ～ 11時

百人一首広場（大人） 5月21日（土） 10時30分 ～ 11時20分

初心者からの囲碁教室 毎週水・土曜日 10時～12時 水口中央公民館

健康づくり（ソフトミニバレー広場） 毎週火曜日 13時30分～15時30分 水口体育館

みんなの囲碁教室 毎週土曜日 9時30分～10時30分 甲南公民館

◦毎週開催している教室

◦申込方法　開催地域の夢の学習事務局まで電話でお申し込みください。
（先着順）

◦申込締切　開催日の3日前まで　
他にも講座を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。
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開催地域の夢の学習事務局
水口　☎70-2349
土山　☎080-8322-8044
甲賀　☎080-2150-9361
甲南　☎070-4411-4070
信楽　☎070-4411-4064

特定非営利活動法人
地域で創る土曜日夢の学習

催  し

　子育て中の方を対象に専
門の女性相談員による就職
支援を行う「マザーズコーナー」がハ
ローワーク甲賀に設置されました。
　予約制によりマンツーマンでじっ
くり相談できます。
　お子さん同伴で相談ができます。
　事前予約のうえご来所ください。

ハローワーク甲賀
☎62-0651

問合せ

ハローワーク甲賀

マザーズコーナー
お知らせ

あいこうか市民ホール（月曜休館）　☎６２‐２６２６　Ｆax６２‐２６２５
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