
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）
＜3月１5日～4月１2日分＞

掲載している催し等は、2月16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
◆健康づくり（ソフトミニバレー広場） ��3月21日・28日・4月11日（火） 13時30分 ～ 15時30分 水口体育館
◆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

初心者のためのパソコン相談会 ��3月18日（土） 14時 ～ 15時30分
詩吟教室 ��3月18日（土） 13時30分 ～ 15時
健康マージャン教室 ��3月22日（水）・4月12日（水） 14時 ～ 16時
写経教室 ��3月28日（火） 9時30分 ～ 11時
書に親しむ教室 ��4月��8日（土） 10時30分 ～ 12時
大人の音楽広場 ��4月��8日（土） 13時30分 ～ 15時30分
健康づくり（大人のわくわく運動教室） ��3月18日（土） 9時30分 ～ 10時20分 土山体育館
大人の絵手紙教室 ��3月15日（水） 13時30分 ～ 15時

土山中央公民館
大人の書道教室 ��3月15日（水） 15時 ～ 16時30分
◆囲碁広場 ��毎週土曜日 9時30分 ～ 11時30分
◆将棋広場 ��毎週土曜日 9時30分 ～ 11時30分

大人の季節の切り絵教室
��3月16日（木） 14時 ～ 15時30分

かふか生涯学習館

��4月��8日（土） 9時30分 ～ 11時
囲碁教室 ��3月18日（土） 9時30分 ～ 11時
理学療法士が教える体操教室 ��3月23日（木） 13時30分 ～ 14時30分
大人の手芸教室 ��4月��7日（金） 13時30分 ～ 15時30分
大人の絵手紙教室 ��4月��7日（金） 13時30分 ～ 15時
健康づくりひろば（脳トレ体操　他） ��3月15日（水） 14時 ～ 15時

甲南公民館
みんなの囲碁教室 ��3月18日（土）・4月8日（土）　　 9時30分 ～ 10時30分
編み物教室 ��3月18日（土）　　　 10時40分 ～ 12時
UVレジン教室 ��3月28日（火） 10時 11時
切り絵教室 ��4月11日（火） 14時 ～ 15時30分
英語教室（大人） ��3月15日（水） 10時 ～ 11時

信楽開発センター
百人一首広場（大人） ��3月18日（土） 10時30分 ～ 11時20分
詩吟教室（大人） ��3月22日（水） 13時30分 ～ 14時30分
大人の囲碁・将棋広場 ��3月28日（火）・4月4日・11日（火） 13時 ～ 16時

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）
「冬の星座と春の星座のお話」

3月25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
3月14日（火）から
3月24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

催��し

　甲賀市国際交流協会では、「虹」と
「にんじゃ」のボランティアグルー
プによる日本語教室を開催していま
す。学習希望者は事務局に申込みを
したうえで希望の曜日の教室でクラ
ス分けのためのインタビューを受け
てください。
◆虹教室/月曜/14時～
　4月3日スタート（前期12回）
◦インタビュー
　3月27日（月）　14時～16時
◦場所　まるーむ
※�その他の曜日・時間に学習を希望
される方はご相談ください。
◆にんじゃ教室/土曜/19時30分～
　4月15日スタート（前期8回）
◦インタビュー
　3月25日（土）　19時～21時
◦定員　40名
◦場所　水口中央公民館
※�工事中のため駐車場入り口に注意
してください。
甲賀市国際交流協会
☎0748-63-8728
 �mifa@mx.biwa.ne.jp

問合せ
申込み

2023年度（前期）
外国人のための日本語教室 募��集

Ｑ：個人番号通知書とは？
Ａ：�個人番号通知書は住民ひとりひ
とりにマイナンバーを通知するも
のです。出生された方や海外から
転入された方で、新たにマイナン
バーが付番された方にマイナン
バーをお知らせするために「個人
番号通知書」が送られます。既に
通知カードをお持ちの方には「個
人番号通知書」は送られません。

Ｑ：�個人番号通知書は身分証として
利用できますか？

Ａ：�できません。マイナンバーカード
は身分証として利用できます。

Ｑ：通知カードとは？
Ａ：�令和２年５月２５日より前は、「通知
カード」によりマイナンバーをお知
らせしていました。マイナンバー
カードを新規取得する際には、通
知カードの返納が必要となりま
す。なお、通知カードを紛失された
場合は、紛失届を記入していただ
くことにより、マイナンバーカード
の受け取りができます。
市民課　戸籍住民係
☎６９‐２１３９　Ｆax６５‐６３３８

問合せ

マイナンバーカードに
ついてのよくある質問 お知らせ

◦場所
　みなくち子どもの森　体験農場
◦日時　4～12月に8回（8月を除く
各月の9～12時）

◦内容　米作り、さといも等の栽培と
収穫、里山の四季の自然観察・体験

◦定員　15人（原則として毎回参加の
方。定員超の場合は家族ごとに抽選）

◦対象　小学生～大人（小学生未満
の同伴はご遠慮ください）

◦参加費　通信費として家族で年
680円、その他に材料費等を必要
に応じて毎回集金
◦申込方法　ハガキ、FAX、E-mail
等の文書で｢こいもクラブ参加希
望｣と明記し、参加者全員の氏名、
学年（子どものみ）、住所、電話番
号を記入の上、申込先まで

◦申込締切　3月31日（金）必着
　みなくち子どもの森自然館

みなくち子どもの森自然館
528-0051
甲賀市水口町北内貴10
☎63-6712　Ｆax63-0466

 koka30104600@city.koka.lg.jp

問合せ
申込み

令和5年度�みなくち子どもの森
｢こいもクラブ｣参加者募集 募��集

　本フォーラムでは史跡紫香楽宮跡
（東山地区）の発掘調査の成果を報告
し、８世紀の甲賀の状況と比較すること
で、紫香楽宮の実像に迫っていきます。
◦日時　3月18日（土）
　13時～16時30分
◦場所　碧水ホール
◦入場料　無料（事前申込み不要）

歴史文化財課
☎69-2251　Ｆax69-2293

問合せ

紫
しがらきのみやあと

香楽宮跡歴史フォーラム
「紫香楽宮跡（東山地区）
の調査と８世紀の甲賀」開催

催��し
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