
INFORMATION

情報のまど

　甲賀市在住で小学館ジュニア文

学賞を受賞し、作家デビューされた

ソウマチさんによる小学生向けの講

演会です。

◦日時　１０月３０日（日）

　１０時３０分～１１時３０分

◦場所　甲賀図書情報館

◦対象　小学生以上

◦定員　３０名

◦申込方法　市内各図書館窓口ま

たは電話・WEBフォーム

◦申込締切　１０月２9日（土）

※ただし、10月21日（金）までは小中

学生のみ受付

水口図書館

☎６３‐７４００　Ｆax６３‐４７３７

土山図書館

☎６６‐１０５６　Ｆax６６‐１０６７

甲賀図書情報館

☎８８‐７２４６　Ｆax８８‐７００５

甲南図書交流館

☎８６‐１５０４　Ｆax８６‐１５０５

信楽図書館

☎８２‐０３２０　Ｆax８２‐３９２１

問合せ

申込み

キミと本にありがとう！
～ソウマチのおはなし～

催  し

　あいの土山文化ホールの至宝ス

タインウェイコンサートグランドピア

ノが奏でる音色♪ベートーベン、ショ

パンらの名曲やポップス、合唱やア

ンサンブルなど、盛りだくさんのプ

ログラムでお贈りします。心和む音

のリレーをお楽しみください！

◦日時　１０月１６日（日）１２時開演

（１１時３０分開場）

◦場所　あいの土山文化ホール

◦内容　スタインウェイピアノの演

奏（ソロ・連弾・ピアノを主体とす

るアンサンブル等）でつなぐコン

サート

※出演の受付は終了しました。

◦入場料　無料（入場制限を行う場

合があります。）

あいの土山文化ホール

☎６６‐１６０２　Ｆax６６‐１６０３
問合せ

申込み

ピアノ

リレーコンサート 催  し

　空き家の処分に関する相続など

のお悩みを、司法書士、弁護士、税理

士にご相談いただけます。

◦開催日

■１０月５日（水）

■１１月５日（土）

◦場所　甲賀市役所

　別館会議室１０１

◦時間　９時３０分～１２時

※事前申込制・先着順

　開催日の前日までにお申し込みください。

◦申込方法　電話、FAX、メール、郵送

住宅建築課　空家対策室

☎６９‐２２１４　Ｆax６３‐４６０１
 koka10405000@city.koka.lg.jp

問合せ

申込み

空き家に関する

無料法律相談 催  し

　紙と紐でゆらゆらと動くモビール

を作ります。

◦対象　未就学児と保護者

◦日時　１０月１７日（月）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・飲みもの

◦申込方法　電話、FAX

◦申込締切　１０月１１日（火）

たけのこ児童館

☎８２‐２３６１　Ｆax８２‐３６１６
問合せ

申込み

たけのこ子育て広場

モビール作り 催  し

講座・教室名 日　時 開催場所・申込先 対象・定員 受講料 募集期間

夜
よぞら

空旅
たび と

人（天体観望会）

「木星のお話」

（木星に月はあるの？）

10月22日（土）

19時～21時
かふか生涯学習館

対象）どなたでも

定員）先着20人
無料

10月11日（火）から

10月21日（金）17時まで 

※必ず電話でお申し込みください。

　公民館では次の講座、教室の受講生を募集します。身近な場所で生涯学習をはじめませんか。

　内容については開催場所の公民館まで　※受付時間：火曜日～土曜日（祝日除く）８時３０分～１７時１５分

甲賀市公民館講座　受講生募集

問合せ・申込み かふか生涯学習館　☎88-4100　Ｆax88-5055

　「中学校を卒業しても勉強を続けたい！」「高校ってどんなところ？」…。多言

語資料により、中学卒業後の進路に関する説明会を開催します。ご家族での

参加をお待ちしています。

◦日時　10月16日（日）　14時～16時10分

◦場所　あいこうか市民ホール　展示室　ほか

◦内容　進路ガイダンス･先輩方のお話･質疑応答

◦対象　小学校３年生～中学校３年生の児童生徒および保護者

◦定員　なし

◦参加費　無料

◦申込方法　すでに学校に申し込みをされた方以外でご希望される方は、 

ＦＡＸで学校教育課までご提出ください。（用紙が必要な場合は、学校または

学校教育課までお越しください）

外国にルーツをもつ児童生徒・保護者向け

 「進路ガイダンス」を開催します 催  し

問合せ・申込み 学校教育課　☎６９‐２２４５　Ｆax６９‐２２９３

催  し

　パソコンやインターネットを使って

主に自宅で仕事をする働き方「在宅

ワーク」のポイントを学ぶミニセミナー

と在宅ワーカー同士で気軽に自由に対

話ができる交流会を開催します。お申

込みの方には自宅で学べるeラーニン

グコンテンツを無料でご案内します。

■会場開催

　11月10日（木）　10時～13時

　草津市立市民交流プラザ　大会議室

◦定員　30名（託児あり・要予約）

■オンライン開催

　11月21日（月）　10時～13時

　PC、スマートフォン等の端末を

使ってご参加できます（Ｚｏｏｍ）。

◦定員　60名

◦対象　在宅ワークを始めようとす

る女性および在宅ワークをしてい

る女性

◦参加費　無料

◦主催　滋賀県

（株）キャリア･マム

滋賀県女性の多様な働き方

普及業務委託事務局

☎042-389-0220

（受付時間 9時～17時 平日のみ）
Ｆax042-389-0230

在宅ワーク

ミニセミナー＆交流会
（ｅラーニングつき）

催  し

申込み

　各教室生や各区民・各種団体から

の色々な作品展示を行います。

◦日時　10月21日（金）～23日（日）

9時～17時

◦場所　かえで会館

かえで会館

☎８６‐４３６３　Ｆax８６‐４９５８
問合せ

第40回かえで文化祭 催  し

　「ずっと健康 with 滋賀のくすり」

をテーマに薬と健康について考える

フェアを開催します。

◦日時　10月30日（日）　10時～16時

◦場所　忍の里　プララ

◦内容

①血管年齢、骨健康度などの健

康測定、薬剤師、保健師等によ

る健康相談、滋賀のくすりの展

示、プレゼント

②県民公開講座：「くすり」が｢医薬

品｣に育つまで

　立命館大学薬学部教授

　梶本哲也氏（定員150名）

③身近な薬草に親しむワークショップ：

　ハーブインストラクター

　竹中島みちよ氏（定員20名）

④ワークショップ：発泡入浴剤を作

ろう。甲南高校バイオとかがく

系列（定員20名）

◦参加費　無料

◦申込方法　FAX、メール又はホー

ムページから21日までに下記へ。

定員になりしだい締め切ります。

（一社）滋賀県薬業協会

☎88-3105　Ｆax88-3154
問合せ

申込み

滋賀のくすりと

健康フェア2022 催  し

催  し

　さまざまな力作の展示や芸能発表など、日頃の活動の成果が各地域で発

表されます。皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひご覧ください。

名称 開催日 会場 内容

水口町文化協会

第６４回文化祭

１０月１４日（金）・１５日（土） あいこうか市民ホール　展示室 作品展示

１０月１５日（土） あいこうか市民ホール 芸能発表

第１８回

あいの土山文化祭

１１月１２日（土）・１３日（日） 森林文化ホール 作品展示

１１月１３日（日） あいの土山文化ホール 芸能発表

第６5回

甲賀町文化祭

１１月  ５日（土）・  ６日（日） 甲賀中央公園体育館 作品展示

１１月  ６日（日） 甲賀農村環境改善センター 芸能発表

第５6回

甲南文化祭

１１月１０日（木）～１３日（日）
忍の里プララ

作品展示

１１月１３日（日） 芸能発表

第５３回

信楽芸術文化祭

11月～12月予定 信楽図書館 作品展示

１１月２０日（日） 陶芸の森  信楽ホール 芸能発表

文化協会文化祭のご案内

甲賀市文化協会連合会（事務局）　社会教育スポーツ課

文化係（あいこうか市民ホール内　月曜休館）　

☎６２‐２６２６　Ｆax６２‐２６２５

◦日時　10月30日（日）15時～17時

◦場所　甲南公民館・大会議室　

（プララ）

◦内容　外国人ゲストと一緒に楽し

もう　仮装コンテストがあるので

仮装してね

◦対象　小学生

◦定員　30名

◦参加費　会　員：無料

　　　　　非会員：500円

◦申込開始

　会　員：10月11日（火）から

　非会員：10月12日(水)午前7時から

◦申込締切　10月17日（月）17時

◦申込内容　①参加者氏名（ふりが

な）②小学校名③学年④保護者氏

名⑤保護者携帯番号⑥協会会員

有無⑦お子さまの事で事前に連

絡したいことがあればご記入くだ

さい

甲賀市国際交流協会
Ｆax70‐6468
mifa@mx.biwa.ne.jp

問合せ

申込み

ハロウィンパーティー 催  し

問合せ
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