
INFORMATION

情報のまど

◦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。
（受付：火〜土曜日　9時〜17時）

◦申込締切　開催日の3日前まで　
他にも各種講座を多数開催しています。
詳細は夢の学習ホームページやチラシ「夢学だより」
をご覧ください。

甲賀市 市民講座（夢の学習）

＜１2月１0日～１月１４日分＞

掲載している催し等は、11月18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

将棋のプロが来る・将棋のプロと対局 12月10日（土） 11時 〜 15時30分

水口中央公民館

写経教室 12月13日（火） 9時30分 〜 11時

50代からの女性のためのおしゃれ講座 12月23日（金） 10時 〜 11時

ミュージックベル広場 12月17日（土）・1月  7日（土） 14時 〜 15時

詩吟教室
12月17日（土） 12時30分 〜 14時

  1月14日（土） 13時30分 〜 15時

健康マージャン教室 12月21日（水）・1月11日（水） 14時 〜 16時

大人の折り紙教室 12月24日（土） 9時 〜 11時30分

初心者のためのパソコン相談会（一人30分） 12月24日（土） 13時30分 〜 15時30分

書に親しむ教室   1月  7日（土） 10時30分 〜 12時

ボールペンアート教室   1月11日（水） 13時30分 〜 15時

サロンへようこそ！⑨   1月12日（木） 13時30分 〜 15時30分

大人の音楽広場   1月14日（土） 13時30分 〜 15時30分

季節の切り絵教室 12月24日（土） 9時30分 〜 11時
水口交流センター

50代からの女性のためのおしゃれ講座 12月24日（土） 11時 〜 12時

健康づくり（大人のわくわく運動教室） 12月17日（土） 9時30分 〜 10時20分 土山体育館

大人の絵手紙教室 12月21日（水） 13時30分 〜 15時

土山中央公民館

大人の書道教室 12月21日（水） 15時 〜 16時30分

足腰の痛みの予防について 12月24日（土） 9時30分 〜 10時30分

ほっこりサロンにおいでやす（クリスマス） 12月24日（土） 10時40分 〜 11時40分

６０才以上の心（脳科学）剣道   1月  7日（土） 9時30分 〜 10時30分

大人の季節の切り絵教室 12月15日（木） 14時 〜 15時30分

かふか生涯学習館

囲碁教室 12月17日（土）・1月  7日（土） 9時30分 〜 １１時

理学療法士が教える体操教室 12月22日（木） 13時30分 〜 14時30分

市民講座（健康な生活をおくるために） 12月22日（木） 14時45分 〜 15時30分

手芸教室（大人）（連続）   1月13日（金） 13時30分 〜 15時30分

大人の季節の切り絵教室   1月14日（土） 9時30分 〜 １１時

みんなの囲碁教室
12月17日・24日

  1月  7日・14日（土）
9時30分 〜 10時30分

甲南公民館
健康づくりひろば（脳トレ体操　他）   1月11日（水） 14時 〜 15時

【出】認知症予防について（65歳以上の方対象） 12月15日（木） 10時 〜 11時

信楽開発センター百人一首広場（大人） 12月17日（土） 10時30分 〜 11時20分

大人の囲碁・将棋広場 12月20日（火）・1月10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

◦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

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

問合せ

申込み

検索

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）

「火星を見よう！」

（冬の星座のお話）

12月17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
12月6日（火）から
12月16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。
　内容については下記まで　※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

問合せ

かふか生涯学習館　☎88-4100　Ｆax88-5055

あいこうか市民ホール（月曜休館）　☎62-2626　Ｆax62-2625

催  し

◦日時

　①令和5年1月7日(土)
　②1月15日(日)
　③2月4日(土)
　④2月18日(土)

　①、③、④10時〜11時30分
　②9時30分〜11時
◦場所　甲賀市まちづくり活動セン

ター「まるーむ」多目的室2
◦内容　日本語で日本語を教える

方法を学んでみましょう。
◦講師　日本語教室虹ボランティア

勝尾纓美さん
◦対象　外国人の日本語学習支援

に関心があり、講座修了後に日本
語教室で活動をしたい方

◦定員　10名(先着順)
◦申込締切　12月27日(火)
◦受講料　会員無料/一般2,000円
　詳しくはお問い合わせください。

甲賀市国際交流協会事務局

☎0748-63-8728

 mifa@mx.biwa.ne.jp

問合せ

申込み

令和4年度 はじめての

日本語ボランティア養成講座
～実践中のボランティアから

学ぶ日本語の教え方～

催  し

　カラフルなビーズを並べ、アイロ
ンでくっつけて、オリジナルコース
ターを作ります。
◦日時　1月14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
◦材料費　100円
◦持ち物　ハンドタオル・飲み物
◦申込方法　電話

かえで会館

☎８６-４３６３　Ｆax８６‐４９５８

わくわく☆チャレンジクラブ

アイロンビーズ
催  し

問合せ

申込み

　市内を中心に活動しているダンスグループの合同発表会。年々進化を見
せるクールなダンスをお楽しみください。
◦日時　１２月２５日（日）
◦１０時開演　出演

①つちやまジュニアダンススクール②WARABE DANCE STUDIO
③Dance studio Line

◦１４時３０分開演　出演

①MIX  JAM②BOUNCE BACK image〜create③D fan studio
◦会場　あいこうか市民ホール
◦入場料　無料※入場整理券（指定席）が必要。ホールでの発行数は午前、 

午後の部各１００枚。
◦発行開始日　１２月４日（日） １０時から
◦発行場所　あいこうか市民ホール

ジュニア・ダンス・フェス２０２２ 催  し
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