
INFORMATION

情報のまど

　ドリンクボトルに絵を描いて作り

ます。

◦対象　未就学児と保護者

◦日時　６月１７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

◦申込方法　電話、ファックスで下

記まで

◦申込締切　６月１３日（月）

たけのこ児童館
☎８２‐２３６１　Ｆax８２‐３６１６

　「ささゆりサポート隊」の皆さんが

ボランティアガイドとして現地をご

案内、解説します。

◦期間　6月12日（日）まで

※6日（月）は休園日のため実施しま

せん。小雨決行、大雨中止

◦時間　平日は10時から、土・日は 

10時と14時から、いずれも約1時間

◦集合・解散　みなくち子どもの森

自然館前の広場

◦対象　幼児から大人まで。公園内

の里山を約1時間歩きます（靴や

服装にご配慮ください）

◦参加費　無料

◦申込　不要（団体の場合は、下記

に相談下さい）

みなくち子どもの森自然館
☎63-6712　Ｆax 63-0466

 koka30104600@city.koka.lg.jp

◆しぜんさんぽ (自然散歩)
　園内の安全なコースを歩いて、季

節の動植物との素敵な出会いや、お

ススメの自然を紹介します。

◦日時　６月26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

◦申込締切　6月24日（金）17時締切

◦定員　10人（先着順）

みなくち子どもの森自然館
☎63-6712　Ｆax63-0466

 koka30104600@city.koka.lg.jp

　地域で活動する“アーティスト”

の活動の場を広げ応援するための

ショータイム！心躍るパフォーマンス

のリレーを是非お楽しみください。

◦日時　６月１２日（日）正午開演

　(１１時３０分開場)

◦場所　甲賀市あいの土山文化

ホール

◦内容　キッズダンス、楽器演奏な

ど、舞台上で表現できるパフォー

マンスをリレー形式でつないでい

くステージ。※出演の受付は終了

しました。

◦入場料　無料

　※自由席・200席限定

あいの土山文化ホール
☎６６‐１６０２　Ｆax６６‐１６０３

催  し 催  し 催  し

催  し

たけのこ子育て広場

『マイボトル作り』

市の花  ササユリ

鑑賞会 （ガイドつき）

みなくち子どもの森の

催し

リレー ON ステージ！

開催

甲賀市 市民講座（夢の学習）

＜６月９日～７月１４日分＞
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申込み

問合せ

申込み

問合せ

申込み

問合せ

申込み

掲載している催し等は、5月20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。

講座名 開催日 時間 場所

丈夫な子どもを育てる食生活 6月  9日(木)・7月14日(木) 10時 ～ 11時30分 まるーむ

自分で着る着付け教室 6月  9日(木)・7月14日(木) 13時 ～ 15時

水口中央公民館

大人の音楽広場 6月11日(土)・7月  9日(土) 13時30分 ～ 15時30分

サロンへようこそ！③

認知症について知ろう
6月16日(木) 9時30分 ～ 11時30分

詩吟教室 6月18日(土) 13時30分 ～ 13時30分

ミュージックベル広場 6月18日(土)・7月  2日(土) 14時 ～ 15時

健康マージャン教室 6月22日(水)・7月13日(水) 14時 ～ 16時

忍者を核とした観光拠点施設整備事業 6月24日(金) 10時 ～ 11時

大人の折り紙教室 6月25日(土) 13時30分 ～ 15時30分

写経教室 6月28日(火) 9時30分 ～ 11時

書に親しむ教室 7月  2日(土) 10時30分 ～ 12時

ボールペンアート教室 7月13日(水) 13時30分 ～ 15時

大人の書道教室 6月16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 6月16日(木) 14時30分 ～ 16時00分

空き家対策について 6月25日(土) 9時30分 ～ 10時30分

ほっこりサロンへおいでやす 6月25日(土) 10時40分 ～ 11時40分

６０才以上の心（脳科学）剣道 7月  2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） 6月18日(土) 9時30分 ～ 10時20分 土山体育館

手芸教室(大人） 6月10日・24日(金）・7月  8日（金） 13時30分 ～ 15時30分

かふか生涯学習館

百人一首 6月11日(土) 10時 ～ 11時

大人の季節の切り絵教室 6月11日(土) 9時30分 ～ 11時

囲碁教室 6月18日(土)・7月  2日(土) 9時30分 ～ 11時

理学療法士が教える体操教室 6月23日(木) 13時30分 ～ 14時30分

お口の健康 6月23日(木) 14時45分 ～ 15時45分

大人の季節の切り絵教室 6月23日(木)・7月  7日(木) 14時 ～ 15時30分

大人の絵手紙教室 6月25日(土) 10時 ～ 11時30分

大人の絵手紙教室 7月  1日(金) 13時30分 ～ 15時

囲碁の対局 6月18日(土)・7月  2日(土) 10時45分 ～ 11時45分 甲南公民館

たまヒヨひろば 6月18日(土) 10時 ～ 11時45分 甲南青少年研修センター

大人の囲碁・将棋広場
6月14日・21日・28日（火）・

7月  5日・12日（火）
13時 ～ 16時

信楽開発センター
英語教室（大人） 6月15日（水)・7月14日(木) 10時 ～ 11時

百人一首広場（大人） 6月18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

◆囲碁広場 毎週土曜日 9時30分～11時30分 土山中央

公民館◆将棋広場 毎週土曜日 9時30分～11時30分

◆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

特定非営利活動法人

地域で創る土曜日夢の学習
催  し

◦日時　７月３日（日）

　９時１５分～１６時３０分

◦場所　サントピア水口  ２階講習室

◦内容　一人４局打ち　スイス方式

で順位決定

　Ａ、Ｂ、Ｃの各クラス優勝者に賞品、

甲賀市長表彰状を授与する。

　２位賞、３位賞、ＢＢ賞、参加賞有り

◦定員　４０人

◦参加費　一人 ２，０００円（昼食、お

茶付き）

◦申込方法　当日会場受付

　９時１５分～９時４５分

担当：浅井
☎６0-3270

催  し第１３回甲賀市囲碁大会

検索

◦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。

問
合
せ
・
申
込
み

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

　子育て中の親子の交流の場として、

甲南青少年研修センターで長年ご利

用いただいてきましたが、６月２日から

「水口体育館」の中に移転をします。

◦利用日時　火・木・金（要予約）

　10時～12時30分

　13時～15時

　都合により開催日が変更になる場

合があります。

　つどいの広場ブログで

ご確認ください。

子育て政策課　子育て政策係
☎69-2176　Ｆax69-2298

催  しつどいの広場が

移転します

問合せ

問合せ

申込み
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