
INFORMATION

情報のまど

催  し

◆森のおさんぽ《申込制》  
◦日時　12月18日（日）10時〜11時

◦内容　小さなお子さんの目線に合わせてゆっくりとした流れの中ですすめます。

◦対象　幼児と保護者 ◦定員　6名 ◦参加費　無料

◆しぜんさんぽ《申込制》  
◦日時　12月18日（日）14時〜15時

◦内容　子どもの森園内の今みられる自然を、ゆっくりと観察しながら歩きます。

◦対象　どなたでも参加可能 ◦定員　10名 ◦参加費　無料

◆シェアリング★ネイチャーゲーム《申込制》  
◦日時　12月17日（土）10時30分〜11時30分

◦内容　自然と仲良くなりたい人、一緒に自然を感じるゲームをしませんか。

◦対象　どなたでも参加可能 ◦定員　12名 ◦参加費　無料

◦服装・持ち物等　可能な限り肌が露出しない、汚れてもいい服装。レジャーシー

ト。バンダナ。雨天決行時の雨具（レインウェア・傘）その他詳細申込時に要確認。

◆里山で門松づくり  
◦日時　12月25日（日）9時30分〜11時30分

◦内容　里山で集められる材料を集めて、門松を作ります。

◦対象　小学4年生以上 ◦定員　８名 ◦参加費　200円

◆地層化石講座  
◦日時　1月8日（日）「地層」、9日（月・祝）「化石」。両日とも9時30分〜12時

◦内容　実物の地層や化石を観察します。どちらか一日だけでも可。

◦対象　小学1年生以上（小学3年生以下は保護者同伴が必要）

◦定員　各日10名 ◦参加費　各日50円

◦場所　すべて、みなくち子どもの森にて開催

◦申込方法　電話、FAX、E-mailで

◦申込締切　開催日の前々日17時締切・先着順。

※前日・当日のお申し込みはできません。ご留意ください。

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

問合せ

申込み

みなくち 子どもの森の催し

◆会期　令和５年２月２３日（木・祝）〜３月３日（金）

◆会場　【書、工芸･立体部門】あいこうか市民ホール展示室

　　　　【平面、写真部門】碧水ホール

◦応募資格　甲賀市・湖南市内に在住、通勤、通学する方・市内の美術分野の

教室やサークル等に在籍する方（中学生以下は応募できません）

◦出品点数　１人につき写真部門２点以内、他部門１点

◦出品料　作品１点につき８００円（18歳以下の方は無料）

◦応募方法　募集要項にある出品票を添えて、作品を搬入してください。

◦搬入（部門によって搬入日、会場が異なります。）
　２月１１日（土・祝） １０時～１２時、１３時～１５時
　　工芸・立体：あいこうか市民ホール展示室、 平面：碧水ホール

　２月１２日（日） １０時～１２時、１３時～１５時
　　書：あいこうか市民ホール展示室、 写真：碧水ホール

◦入賞　市展賞（副賞２万円）、議長賞（副賞１万円）、教育長賞（副賞１万円）（各部門１点）ほか

※ 詳しくは市ホームページまたは市内文化ホール、公民館、図書館などに設

置している募集要項をご覧ください。

甲賀市美術展覧会実行委員会事務局（あいこうか市民ホール内・月曜休館）
☎62‐2626　Ｆax62‐2625

問合せ

第１８回甲賀市美術展覧会作品募集
募  集

◦内容　転職や再就職を目指す方

を対象に、ものづくり（製造業）に

関する知識及び技能・技術を習得

し就職につなげる訓練です。

◦コース
１：令和５年２月入所生 ２月２日（木）開講
　募集期限：12月２２日（木）まで
　① ＣＡＤ／ＣＡＭ技術科（６か月

コース）定員：１５名

　② ビル設備サービス科（６か月

コース）定員：１６名

　③ 機械加工ＮＣ技術科（導入訓練

付き７か月コース）定員：１２名

２：令和５年３月入所生 ３月２日（木）開講
　募集期間：１２月２３日（金）～
 令和５年１月２７日（金）
　① 溶 接 施 工 科（６か月コー ス） 

定員：１２名

　② ＩＣＴ生産サポート科（６か月コー

ス）定員：１５名

◦場所　ポリテクセンター滋賀

　（大津市光が丘町3-13）

◦申込先　ハローワーク甲賀

　（TEL ０７４８-６２-０６５１）

◦費用　受講料無料

　（テキスト代等は実費）

ポリテクセンター滋賀
訓練課受講者係
☎０７７-５３７-１１７９

問合せ

再就職のための

「公共職業訓練」

受講生募集

募  集

◦休業期間　１２月２９日（木）〜１月３日（火）

◦窓口業務について
● 婚姻・出生・死亡等の受付は、閉庁時も宿日直が取り扱います。
●  戸籍・住民票・印鑑証明・課税証明・所得証明の多機能端末機及びコンビニ交付は次の期間、ご利用いただけません。

◦停止期間　１２月２９日（木）〜１月３日（火）
　 市内各施設の閉館日・休館日等については下記のとおりです。

年末年始の業務案内

　切って貼るだけ！簡単かわいいお

正月飾りを作ります。

◦対象　未就学児と保護者

◦日時　１２月１９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・のみもの

◦申込方法　電話、ファックス

◦申込締切　１２月１２日（月）

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

お正月飾り作り 催  し

甲賀市消防団

年末特別警戒と

出初式

催  し

TOPICS

施設名 閉館日・休業日

公民館

など

伴谷、柏木、貴生川、岩上、大野、 

山内、鮎河、多羅尾、希望ケ丘防災

コミュニティセンター、水口中央、 

土 山 中 央 、かふか生 涯 学 習 館 、 

甲南、信楽中央公民館

12月29日（木）〜1月  3日（火）

図書館

水口図書館
12月29日（木）〜1月  3日（火）

土山図書館

甲賀図書情報館 12月28日（水）〜1月  3日（火）

甲南図書交流館 12月26日（月）〜1月  3日（火）

信楽図書館 12月29日（木）〜1月  3日（火）

資料館

など

甲南ふれあいの館 12月26日（月）〜1月  3日（火）

紫香楽宮跡関連遺跡群調査事務所
12月28日（水）〜1月  3日（火）

信楽伝統産業会館

水口歴史民俗資料館

12月29日（木）〜1月  3日（火）

水口城資料館

東海道伝馬館

土山歴史民俗資料館

甲賀歴史民俗資料館

みなくち子どもの森

くすり学習館

文化

交流施設

など

旧水口図書館 12月29日（木）〜1月  3日（火）

信楽産業展示館 12月28日（水）〜1月  4日（水）

甲南農村環境改善センター 12月29日（木）〜1月  3日（火）

甲賀農村環境改善センター

12月26日（月）〜1月  5日（木）甲賀共同福祉センター

甲賀匠の里

勤労青少年ホーム
12月28日（水）〜1月  4日（水）

共同福祉施設

甲南情報交流センター

（忍の里プララ）
12月29日（木）〜1月  3日（火）

あいこうか市民ホール、碧水ホール、

あいの土山文化ホール

森林文化ホール 12月27日（火）〜1月  4日（水）

甲南青少年研修センター 12月25日（日）〜1月  4日（水）

少年センター
12月29日（木）〜1月  3日（火）

まちづくり活動センター「まるーむ」

体育館

甲賀中央公園体育館 12月26日（月）〜1月  5日（木）

水口、岩上、土山、甲南、信楽体育

館、甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
12月29日（木）〜1月  3日（火）

運動施設

など

高間みずべ公園 12月  1日（木）〜3月31日（金）

青土ダムエコーバレイ 12月24日（土）〜1月  6日（金）

甲南中央運動公園

12月29日（木）〜1月  3日（火）

甲南グラウンド

甲南中央運動公園

トレーニングハウス

甲南グラウンドゴルフ場

施設名 閉館日・休業日

運動施設

など

甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センター 12月27日（火）〜1月5日（木）

甲賀中央公園 12月26日（月）〜1月5日（木）

信楽テニスコート 12月29日（木）〜1月3日（火）

信楽運動公園 12月28日（水）〜1月4日（水）

水口スポーツの森

12月29日（木）〜1月3日（火）
土山グラウンド

土山室内運動場

土山テニスコート

やまびこドーム 12月27日（火）〜1月4日（水）

グリーンドーム

12月29日（木）〜1月3日（火）上野ドーム

野洲川グラウンドゴルフ場

地域総合

センター

宇川会館、清和会館、かえで会館、 

牛飼教育集会所、大久保教育集会

所、西教育集会所 12月29日（木）〜1月3日（火）

児童館 かえで児童館、たけのこ児童館

子育て

支援

センター

水口、土山、

甲南子育て支援センター
12月29日（木）〜1月3日（火）

甲賀、信楽子育て支援センター

てるてるパーク

市立保育園 12月29日（木）〜1月3日（火）

市立幼稚園 12月29日（木）〜1月3日（火）

市内各小・中学校 12月28日（水）〜1月4日（水）

市内各保健センター 12月29日（木）〜1月3日（火）

市内各地域包括支援センター 12月29日（木）〜1月3日（火）

不燃物処理場（水口・土山） 12月31日（土）〜1月3日（火）

ごみカレンダーをご確認ください。不燃物処理場（甲賀・甲南・信楽）

エコステーション 12月31日（土）〜1月3日（火）

甲賀広域行政組合衛生センター 12月31日（土）〜1月3日（火）

甲賀斎苑 1月1日（日）

病院・診療所

水口医療介護センター

12月29日（木）〜1月3日（火）

※ １月１日（日） 大人対象の発熱 

外来のみ午前に実施

　詳細はホームページに掲載

信楽中央病院
12月29日（木）〜1月3日（火）

※救急対応のみ

公立甲賀病院

12月29日（木）〜1月3日（火）

※ 休診期間中の救急患者は、 

宿日直医師が診察

※ 小児科は、下記の時間に 

小児科救急医療体制で対応

　12月29日（木）〜1月3日（火）

　受付：9時〜18時

お知らせ

年末特別警戒 令和５年甲賀市消防出初式

◦日時　12月29日（木）・30日（金）21時〜24時

（出発式：29日19時30分〜 甲賀市役所駐車場）

◦日時　1月8日（日）8時20分〜

◦場所　あいこうか市民ホール

危機管理課　防災危機管理係　☎69-2103　Ｆax63-4619問合せ
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