
INFORMATION

情報のまど

　“みんなのために”“このまちのた

めに”何かしたい！「まるーむ」はそん

なあなたを応援します。

　活動相談サロンでは、日頃の活動

やこれから始めたい活動について興

味や関心がある人と気軽に意見交

換ができる交流の場です。

◦内容　高齢者・障がい者福祉について

◦日時　７月１３日（水）

　　　　１０時～１１時３０分

◦内容　若者とまちづくりについて

◦日時　７月２７日（水）

　　　　１3時30分～１5時３０分

◦場所　甲賀市まちづくり活動セン

ター「まるーむ」和室

◦定員　８名

甲賀市まちづくり活動センター
「まるーむ」　☎７０‐２５９５

　３年ぶりの熱い夏が帰ってくる！滋

賀にゆかりあるジャズプレイヤーが

本場ニューヨークから来演します。

◦日時　８月１１日（木・祝）１８時３０分～

◦会場　碧水ホール

◦出演　ギター：中
な か い

井 勉
つとむ

　　　　ドラム：田
た い な か

井中 福
ふ く し

司

　　　　ピアノ：吉
よしおか

岡 秀
ひであき

晃

　　　　ベース：中
なかむら

村 健
けん

吾
ご

◦入場料　（全席指定・前売中）

　　　　前売 ： 2,000円

　　　　当日 ： 2,500円(指定席)

◦前売所　ローソンチケット（Lコード

５４６６３）、アルプラザ水口、 碧水

ホール、あいこうか市民ホール

あいこうか市民ホール
（月曜休館）
☎62-2626　Ｆax62-2625

◦日時　7月30日（土）10時～11時30分

◦会場　甲賀市まちづくり活動セン

ター「まるーむ」

◦定員　保護者と小学生合わせて

30名（各組大人２名迄、小学生は

きょうだいなら何名でも可）

◦参加費　国際交流協会会員0円

　　　　　非会員500円

◦持ち物　筆記用具、色鉛筆（マジッ

ク、クレヨンも可）

◦申込方法　メール

◦申込締切　7月25日（月）

甲賀市国際交流協会
 mifa@mx.biwa.ne.jp

「もの作りで認知症予防」
～気軽に創作活動を体験してみませんか～

◦日時　７月１３日（水）１４時～１５時

◦場所　みなくち診療所

◦定員　１５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）

みなくち診療所
☎６２‐３３４６　Ｆax６３‐１７２８

◦日時　7月16日（土）16時～19時

◦場所　東海道伝馬館および駐車場

◦内容　

【①イベント】Peaceを祈ろう～白

い鳩をみんなで折ろう～

【②パフォーマンス】ハワイアンダ

ンス、大型紙芝居、ヒップホップダ

ンス、マジック、ハンドベル、二胡と

ギターユニット

【③キッチンカー】かき氷、ソフトド

リンク、唐揚げ、軽食など

【④マルシェ】手作りアクセサリー、

布小物など

☆②のみ無料・小雨決行

東海道伝馬館（月・火休館）
☎・Ｆax66-2770

　甲賀市出身のメンバーが参加する

アンサンブルをお楽しみください。

◦日時　８月７日（日）１４時～

◦会場　あいこうか市民ホール 展示室

◦入場料　無料※入場整理券必要。

≪全席指定８０席≫

◦発行開始日　７月９日（土）９時から

◦発行所　あいこうか市民ホール

あいこうか市民ホール
（月曜休館）
☎62-2626　Ｆax62-2625

催  し

催  し

催  し
甲賀市 市民講座（夢の学習）

＜7月16日～8月１0日分＞

問合せ

申込み
問合せ

問合せ

申込み

問合せ

申込み

問合せ

問合せ

掲載している催し等は、6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。

講座名 開催日 時間 場所

ミュージックベル広場 7月16日(土)・8月6日(土) 14時 ～ 15時

水口中央公民館

写経教室 7月26日(火) 9時30分 ～ 11時

健康マージャン教室 7月27日(水) 14時 ～ 16時

丈夫な子どもを育てる食生活 8月  4日(木) 10時 ～ 11時20分

書に親しむ教室 8月  5日(金) 9時 ～ 10時30分

ボールペンアート教室 8月10日(水) 13時30分 ～ 15時

健康づくり（大人のわくわく運動教室） 7月16日(土) 9時30分 ～ 10時20分 土山体育館

大人の書道教室 7月20日(水) 15時 ～ 16時30分

土山中央公民館

大人の絵手紙教室 7月20日(水) 13時 ～ 15時

市民講座「健康寿命を延ばすために」 7月23日(土) 9時30分 ～ 10時30分

ほっこりサロンへおいでやす(脳トレ） 7月23日(土) 10時40分 ～ 11時40分

60才以上の心（脳科学）剣道 8月  6日(土) 9時30分 ～ 10時30分

囲碁教室 7月16日(土)・8月6日(土) 9時30分 ～ 11時

かふか生涯学習館
理学療法士が教える体操教室 7月21日(木) 13時30分 ～ 14時30分

いつまでも元気でいられるために 7月21日(木) 14時45分 ～ 15時45分

絵手紙教室 7月23日(土) 10時 ～ 11時

百人一首かるた大会 7月30日(土) 13時 ～ 15時30分 甲賀匠の里

大人の編み物教室 7月16日(土) 11時40分 ～ 12時45分
甲南公民館

自殺予防「ゲートキーパー養成講座」 8月10日(水) 10時 ～ 11時30分

健康づくりひろば（ボッチャ） 8月  3日(水) 13時30分 ～ 14時30分

嵩丸忍者とリアル忍者館を廻ろう 7月19日(火) 14時 ～ 15時 リアル忍者館

百人一首広場（大人） 7月16日(土) 10時30分 ～ 11時20分
信楽開発センター

大人の囲碁・将棋広場 7月19日・26日・8月2日・9日(火) 13時 ～ 16時

◆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

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。

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

まるーむで

活動相談サロン
SUMMER JAZZ SESSION 

2022 RETURN

JAZZ from NEWYORK

小学生のための国際理解講座

世界まなびじゅく

「へいわってどんなこと？」

水口医療介護センター

「健康教室」

第10回東海道伝馬館

夏まつり

「なな・ナナ市」開催

展示室サロンコンサート

第19回

みずみずしい弦楽合奏を愉しむ

催  し 催  し

催  し

問合せ

申込み

◦日時　７月３０日（土）１5時30分～

２１時（荒天時７月３１日（日）に順延）

◦場所　甲賀市水口町水口　野洲川

河川敷およびその周辺（にんにん

横丁は甲賀農業協同組合駐車場）

◦内容　甲賀市域の夏のイベントと

して、夏のひとときを多くの人々

に楽しんでいただき、市民の皆様

に元気と活力を与えるにんにん大

花火を実施します。

・花火打ち上げ

 １９時４５分～２０時15分

・にんにん横丁 15時30分～２１時

◦対象　甲賀市民

◦定員　無し

甲賀流にんにん大花火実行委員会
☎６０‐２６９０ （（一社）甲賀市
観光まちづくり協会事務所）
Ｆax６０‐２３６２
 info@koka-kanko.org

催  し

問合せ

申込み

甲賀流にんにん

大花火

問合せ

　少年センターでは子どもたちの交友関係をはじめ、不登校・学業・いじめ・就

労などの悩みについて広く相談を受けています。

　困ったときは、ひとりで悩まず気軽にご相談ください。

社会教育スポーツ課 少年センター
☎62‐6010　Ｆax 63‐3977　 k-syonen@city.koka.lg.jp

７月は「青少年の非行・被害防止強調月間」です
お知らせ

本紙６月号で以下のとおり誤りがありました。お詫びして訂正します。

５月１日から、「甲賀・湖南成年後見センターぱんじー」の名称が「甲賀・湖南権利擁護支援センターぱん
じー」に変わりました。　※ なお、NPO法人名および業務内容に変更はありません。

お詫びと
訂正
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