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●申込締切／7月16日（土）
問・申／青少年自然活動支援センター

（かふか生涯学習館内）
88-4100／Fax88-5055

こころ はなまるセミナー
〜共に輝き生きる地域社会をめざして〜
●日時／7月23日（土）13時〜16時30分
●内容／障がいのある人もない人も共
に生き生きと暮らせる街づくりをめざし
ての講演会とパネルディスカッション
●講師／野

の
沢
ざわ
和
かず
弘
ひろ
氏（毎日新聞論説員）

●場所／忍の里プララ　大ホール
●その他／入場無料、申込不要
＊託児希望の方（人数に限りがあります）
手話通訳が必要な方は、6月30日まで
に甲賀市社会福祉協議会（ 86-6035
／Fax86-7226）までご連絡ください。
問／社会福祉課

65-0702／Fax63-4085

体験☆ねんどが動くアニメを作ろう！
〜クレイアニメの世界へ〜

●日時／7月24日（日）10時〜16時
●場所／あいこうか市民ホール展示室
●内容／ねんどを使ったアニメーショ
ン作り
●参加費／1人500円
●定員／先着40名
●募集／小学生（1、2年生は保護者同伴）
●申込方法／市民ホール窓口もしくは電話

●申込開始日／6月18日（土）10時〜
●その他／昼食はご持参ください
問・申／あいこうか市民ホール

62-2626／Fax62-2625（月曜休館）

滋賀県レイカディア大学
第34期生募集
　高齢者の方が新しい知識と教養を
身につけ、地域の担い手となるための
生涯学習の場です。
●入学資格／平成23年10月1日現
在において、60歳以上の方
●必要書類／入学願書一式【地域市
民センター（旧支所）、市民窓口セン
ター、長寿福祉課にあります。】
●受付場所／地域市民センター（旧支
所）、市民窓口センター及び長寿福祉課
●申込締切／7月15日（金）まで
問／滋賀県レイカディア大学草津校

077-567-3901
長寿福祉課　高齢者支援係

65-0696

市営住宅入居者募集
●募集期間／6月15日（水）〜24日（金）
　募集の案内や申込書等は、6月15
日から住宅建築課で配付します。
　または、市ホームページでも同日か
らご覧いただけます。
問・申／住宅建築課　公営住宅係

65-0609／Fax63-4601

お知らせ

要介護認定・要支援認定
更新手続きのご案内
　現在、要介護・要支援認定を受けて
おられる方で介護保険被保険者証に
書かれている有効期間が平成23年6
月30日までの方には、更新申請書を
5月初旬に送付させていただきまし
た。今後も継続して介護保険サービス
の利用をご希望の方で、更新申請手
続きがお済みでない方は、平成23年
6月30日（木）までのなるべく早い時
期に最寄りの地域市民センター（旧支
所庁舎）または市民窓口センター、水
口社会福祉センター内の長寿福祉課
で手続きを行ってください。
問／長寿福祉課　介護保険係

65-0697／Fax63-4085

自然体験活動用機材の
貸出について
　市内の自然体験活動の振興を目的
とする機関や団体を対象にライフジャ
ケットやテントのほか、飯ごうなどの調
理器具の貸出を行っています。貸出手
続方法や機材・教材の種類等詳細は下
記までお問い合わせください。
問・申／青少年自然活動支援センター

（かふか生涯学習館内）
88-4100／Fax88-5055

土山図書館・歴史民俗資料館
臨時休館のお知らせ
　収蔵品を害虫から保護するため、収
蔵庫文化財燻

くんじょう
蒸作業を行います。作

業期間中は休館にいたしますのでご
了承ください。なお、作業の安全確保
のため、当館周辺を立入禁止とし、土
山図書館の返却ポストも利用できませ
ん。お急ぎの場合は市内の他の4館へ
お願いします。ご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。
●作業期間／7月3日（日）閉館後（18
時以降）〜6日（水）終日
問／土山歴史民俗資料館

66-1056／Fax66-1067
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　  募　集
シルバー連合会　再就職・就業支援
シニア対象『講習会』の御案内
1介護員（ヘルパー2級）養成講習会
●日程／平成23年7月21日（木）〜
11月18日（金）9時〜16時
●場所／びわこ学院大学
●定員／40名（応募多数は抽選）
●申込締切／7月6日（火）
2フォークリフト技能講習7月開催
●日程／平成23年7月29日（金）〜	
8月5日（金）8時〜17時
●場所／クレフィール湖東
●定員／20名　普通自動車免許保
持者（応募多数は抽選）
●申込締切／7月１3日（水）
★いずれも受講料は無料、講習終了
後就職合同面接会実施
★対象者／55歳〜65歳までの県内在
住者で講習に係る就業を希望し、ハロー
ワークで求職登録をされている方
問・申／公益社団法人　滋賀県シル
バー人材センター連合会

077-525-4128／Fax077-527-9490

脂肪燃焼教室(甲南)参加者募集
●日時／7月5日〜8月9日　毎週火
曜日、全6回、20時〜21時
●場所／甲南Ｂ＆Ｇトレーニングハウス
●対象／トレーニング機器を使った運動
で脂肪を燃焼させたい方。（定員10名）
●申込締切／6月30日(木)
●参加料／1,200円
問・申／甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター

86-6971／Fax86-6984

2011人権教育連続セミナー
■第4回
●日時／平成23年7月5日（火）19時
30分〜21時
●場所／かふか生涯学習館
●内容／《講演》『人間の値打ちは地
面では決まらない』
講師　奥

おく
田
だ
均
ひとし
	氏

近畿大学人権問題研究所教授
※参加無料。手話通訳あり。
問／人権推進課

65-0693／Fax63-4582

サントピア水口　勤労青少年ホーム
夏の短期教室受講生募集
◎ゆかたの着付け教室
●日時／7月13日（水）・14日（木）
19時〜21時（どちらか1回）
●定員／各10名（女性のみ）
●受講費／100円
◎夏の料理教室
●日時／7月22日（金）19時〜21時
●定員／20名
●受講費／1,300円
◎そば打ち体験教室
●日時／7月16日（土）10時〜14時
●定員／20名
●受講費／1,000円
●各教室申込期間／6月22日(水)〜
7月6日(水)9時〜21時（土日は除く）
●申込場所／サントピア水口　勤労
青少年ホーム窓口（電話、代理での申
し込みは不可）
●対象／4月1日現在で15歳以上35
歳以下の方（中高校生は除く）
申し込みに必要なもの等、詳しくは下記まで。

問・申／勤労青少年ホーム
63-2952／Fax63-6788

小学生のための国際理解講座
世界まなびじゅく2011
■第1回「言葉がわからない」体験ゲーム
　何が起こった？（震災編）
●日時／7月2日（土）10時〜12時
●場所／忍の里ぷらら　研修室
●対象／小学生と保護者（子どもと保
護者で一緒に体験します）
●参加費／甲賀市国際交流協会会員
300円　非会員500円
●持ち物／筆記用具
●定員／20組
●申込締切／6月24日（金）
問・申／甲賀市国際交流協会

／Fax0748-63-8728

サマースクールボランティア
　夏休み期間中、障がいのある小・中・高
校生が多くの人たちとふれあい、工作や
外出、交流、クッキングなど様々な体験を
通して、大きく成長する場として、市内5
か所でサマースクールを開催します。
　期間中、子どもたちと一緒に活動して
いただける中学生以上のボランティアを
募集しています。
※昼食有。動きやすい服装で。
※活動時間は原則9時〜15時30分
問・申／甲賀市社会福祉協議会

（甲賀市ボランティアセンター）
86-6035／Fax86-7226

ニンニン忍者キャンプ　
〜めざせ！キャンプの達人〜
参加者募集
●日時／8月16日（火）9時〜20日（土）
16時　《4泊5日　テント泊キャンプ》
※事前研修会・保護者説明会を7月
30日（土）9時〜	忍の里プララにて開
催します（キャンプのみの参加不可）
●場所／希望が丘文化公園（野洲市）
●内容／アウトドアクッキング・キャン
プファイヤー・環境学習ほか
●対象者／市内の小学校4年生〜中
学校3年生
●定員／60名（応募多数は抽選）

老人福祉センター「碧水荘体験教室」参加者募集
体験教室名 日　時 定員（先着順） 参加費／回

陶芸 7/13・8/10・9/14	 水曜日　	 9：00〜12：00 20名 500円
盆栽 7/15・8/19・9/16	 金曜日　10：00〜15：00 10名 無料
書道 7/1・8/5・9/2	 金曜日　13：30〜15：30 10名 300円

レクダンス 7/6・8/3・9/28	 水曜日　13：30〜15：30 10名 無料
表装 7/8・9/30	 金曜日　13：00〜15：00 10名 200円

絵手紙 7/8・8/12・9/9	 金曜日　13：30〜15：30 	 5名 無料
デジカメ 7/7・8/4・9/1	 木曜日　13：30〜16：00 10名 無料

●場所／老人福祉センター碧水荘（水口スポーツの森内）
●対象／市内在住の高齢者（おおむね60歳以上）
●申込締切／6月30日（要申込。1回だけの参加も可）
問・申／老人福祉センター碧水荘　 62-6080／Fax62-6096

信楽中学校  室内温水プール水泳教室  第２期募集
●教室期間／７月２６日（火）〜９月３日（土）
●場所／信楽中学校室内温水プール
対象 クラス名 開催日時 定員 受講料

小学生対象

火曜日クラス 7/26,8/2,9,16,23,30	 火曜日　16:30〜17:30 １５名

6000円

水曜日クラス 7/27,8/3,10,17,23,31	 水曜日　16:30〜17:30 １５名
金曜日クラス 7/29,8/5,12,19,26,9/2	 金曜日　16:30〜17:30 １５名
土曜日クラス 7/30,8/6,13,20,27,9/3	 土曜日　16:30〜17:30 １５名

小学1年生
園児対象

火曜日	カメクラス 7/26,8/2,9,16,23,30	 火曜日　15:30〜16:30 １５名
水曜日	カメクラス 7/27,8/3,10,17,23,31	 水曜日　15:30〜16:30 １５名
金曜日	カメクラス 7/29,8/5,12,19,26,9/2	 金曜日　15:30〜16:30 １５名
土曜日	カメクラス 7/30,8/6,13,20,27,9/3	 土曜日　15:30〜16:30 １５名

18歳以上
水中ウォーキング教室 7/26,8/2,9,16,23,30	 火曜日　14:30〜15:30 １０名

7200円ゆっくりらくらくクロール教室 7/29,8/5,12,19,26,9/2	 金曜日　14:30〜15:30 １０名
はじめての水泳教室 7/29,8/5,12,19,26,9/2	 金曜日　14:30〜15:30 ８名

●申込締切／７月１５日（金）
●その他／各教室の内容等詳
細については右記へお問い合
わせください。

問・申／文化スポーツ振興課　スポーツ振興係
86-8023／Fax86-8380

　　　 信楽中央公民館
82-8075／Fax82-2463
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