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弁理士による知的財産権
（特許・実用新案・商標等）相談会

日　時／ 10月8日（水）13：30～16：30
場　所／水口町商工会
問・申…水口町商工会
　　262-1676　563-1052

日　時／ 10月22日（水）13：30～16：30
場　所／信楽窯業技術試験場

問・申…信楽窯業技術試験場
　　282-1155　582-1156
※どちらも原則予約制

インフルエンザ予防接種
接種期間／ 10月21日（火）～ 12月20日（土）
予約受付／ 10月15日（水）～　

（受付時間は平日９：00～16：00）
※予約専用電話（下記）または受付窓口
にてお申し込みください。定員にな
り次第終了します。
※日時・料金など詳細は予約時にお伝
えします。

問・申…水口医療センター
　　262-3366　563-1728

建設業経理事務士　
2級受験対策講習会

日　時／ 11月12日（水）～ 2月13日（金）
（毎週水・金曜日21日間）

場　所／貴生川公民館
内　容／建設業簿記、建設業原価計算の

習得
対　象／建設業経理事務士３級受講済み

又は３級程度の知識のある方
定　員／先着20名
受講料／ 6,000円（教材費含む）
申込方法／ 10月24日（金）までに受講

申込書に受講料を添えて市内
各商工会まで。

問…水口町商工会
　　262-1676　563-1052

平成20年度スポーツ教室
受講生募集

元気はつらつ教室（メタボ撃退に有効）

日　時／ 11月7日（金）～ 12月12日（金）
（金曜日6回）10：00 ～ 11：30

場　所／土山室内運動場
内　容／ウォーキング、ポールウォー

キ ン グ、 ス ト レ ッ チ 体 操、
ニュースポーツなどの有酸素
運動

対　象／市内在住の18歳以上の方
受講料／ 1,500円
申込方法／備え付けの用紙に必要事項

を記入の上、下記まで。
申込場所／水口体育館、岩上体育館、

土山体育館、甲南Ｂ＆Ｇ海洋
センター、甲賀共同福祉セン
ター、信楽中央公民館、信楽
体育館

申込期間／ 10月１日（水）～ 26日（日）
定　員／ 25名
※参加者少数の場合は開講できない場
合があります。

問・申…生涯スポーツ課
286-8023　586-8380

“秋”きてみてこうか
写真コンクール作品募集

実施期間／（写真撮影期間）
10月１日（水）～11月30日（日）

応募資格／どなたでも応募可
応募作品／甲賀町の良さを再発見でき

る作品（A4サイズ以内）
応募点数／１人３点まで

（受賞は１人１点）
作品提出期間／ 12月1日（月）～12日（金）
提出方法／郵送または直接持参

問・申…甲賀町観光協会事務局
　　　　（甲賀支所地域窓口課）
　　〒520-3492甲賀町相模173番地1
　　288-4102　588-3104

弁護士による無料法律相談
日　時／ 10月9日（木）13：00～16：00
会　場／甲南町商工会館

（市役所甲南庁舎別館）
※要事前予約

問・申…甲南町商工会
　　286-2016　586-5818

法　律　相　談
日　時／ 10月16日（木）13：00～16：00
場　所／市役所甲南庁舎
※10月２日（木）8：30から予約受付
日　時／ 10月23日（木）13：00～16：00
場　所／水口社会福祉センター
※10月９日（木）から予約受付
定　員／ 6名（1人30分）予約制、先着順
予約先／甲賀市社会福祉協議会

262-8085
相談員／滋賀県弁護士会所属の弁護士
※相談は無料で秘密は厳守します。

問…甲賀市社会福祉協議会
　　262-8085　 63-2021
　　社会福祉課
　　 65-0700　 63-4085

10月12日～19日は男女共
同参画社会をめざす
「パートナーしがの強調週間」です
　家庭や地域、職場などの中で「男だ
から」「女だから」という理由で男女の
役割や生き方に疑問を感じたことはあ
りませんか。
　一人ひとりの存在を認め合い、誰も
が「自分らしく」輝ける社会を築いてい
くためには、性別にかかわらず、男女
が互いに対等なパートナーとして尊重
され、個人として能力を発揮できる男
女共同参画の実現が必要です。
　この週間を機会に、男女のあり方を
話し合い、理解し合い、協力し合って、
素敵なパートナーシップを築いていき
ましょう。

問…人権推進課
　　265-0695　563-4582

社会保険労務士による
労働（年金・解雇）相談

日　時／ 10月8日（水）14：00～16：00
場　所／水口社会福祉センター２階
受　付／電話で予約受付
※当日空きがあれば当日予約可（急な相談
は県労働相談ダイアル

0120-967164を利用ください。）
問…商工観光課
　　265-0710　563-4087

「情報のまど」に掲載している内容の詳細については、
各担当へお問い合わせください。
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夜空旅人（天体観望会）
「ベニヤドームから星の世界へご招待」
内　容／秋に輝く星たちの観望と、ベ

ニヤ板を組合わせたベニヤ
ドームづくり

日　時／ 10月11日（土）18：00 ～ 21：30
場　所／かふか生涯学習館
申　込／電話にて下記まで。（先着40名）

10月８日（水）17：00締切
※中学生以下のお子さんお一人での参
加はご遠慮ください。

協　力／（社）滋賀県建築士会

問・申…かふか生涯学習館
288-4100　588-5055

みなくち子どもの森を歩こう
「秋のバッタ探し」

日　時／ 10月５日（日）14：00～
（１時間程度）

集合場所／みなくち子どもの森自然館前
内　容／子どもの森園内の自然を職員

が案内
※事前申込不要

問…みなくち子どもの森自然館
263-6712　563-0466

あいの土山文化ホール
ピアノコンサートシリーズVol.2

R
ロマンティック

omantic C
コンサート

oncert

日　時／ 10月19日（日）
14：30開演（14：00開場）

場　所／あいの土山文化ホール
出　演／中

な か い

井知
と も こ

子
入場料／前売500円、当日600円

問…あいの土山文化ホール
266-1602　566-1603

忍の里プララ「大忍にん寄席」
日　時／ 11月22日(土)

14：00開演（13：30開場）
場　所／忍の里プララ
出　演／桂

かつらぶんちん

文珍、桂
かつらじゃくじゃく

雀 々、他３名
入場料／ 3,000円（前売・全席指定）
前売券発売／ 10月2日（木）10：00 ～

忍の里プララ、あいこうか市
民ホール、あいの土山文化
ホール、かふか生涯学習館、
信楽中央公民館、甲賀広域勤
労者互助会にて

問…忍の里プララ
286-1046　586-8119

あいこうか市民ホール
ロビーコンサート

第５夜：心やすらぐハープ＆フルート

内　容／フルートの梅
うめもと

本伸
の ぶ こ

子とハープ
＆ピアノの木

き む ら

村ひかるとの
デュエット

日　時／ 10月17日（金）
19：00開演（18：30開場）

場　所／あいこうか市民ホールロビー
入場料／無料（100席限定）

問…あいこうか市民ホール
262-2626　562-2625

大津市場20周年
市場まつり

～食の安全・安心・安定供給をめざして～

日　時／ 10月26日（日）10：00～14：00
場　所／大津市公設地方卸売市場

（大津市瀬田大江町59-1）
内　容／マグロの解体・即売、模擬せ

り、フリーマーケット他
※ご来場はできるだけ公共交通機関を
ご利用ください。

問…大津市公設地方卸売市場
　　 077-543-8000
　　 077-543-8008

小学生のための国際理解講座
世界まなびじゅく2008
第３回「ハロウィンパーティー」

日　時／ 10月13日（月・祝）16：00～18：00
場　所／忍の里プララ
対　象／小学生（大人の付添があれば

幼児も可）
参加費／甲賀市国際交流協会会員 300円
　　　　非会員 500円
申込締切／ 10月8日（水）
※仮装コンテストがありますので、仮
装をして参加ください。

問・申…甲賀市国際交流協会
　　 / 63-8728

JRふれあいハイキング
　～山岳信仰の拠点飯道山と
　　　　　紫香楽宮町遺跡を巡る～
日　時／ 10月12日（日）９：00～
集合場所／ JR貴生川駅南口
コース／ JR貴生川駅南口→飯道寺→

飯道山山頂→飯道神社（昼食）
→紫香楽宮町遺跡→信楽高原
鐡道紫香楽宮跡駅

持ち物／弁当、参加費100円（保険料）
※事前申込不要

問…商工観光課
265-0708　563-4087

名　称 開催日 内　容 会　場

水口町文化協会08文化祭 10月4日(土)、5日(日) 芸能発表 碧水ホール11月1日(土)、2日(日) 作品展示

第42回甲南文化祭 10月29日(水)～11月3日(月・祝) 作品展示 忍の里プララ、公民館11月2日(日)、3日(月・祝) 芸能発表

第39回信楽芸術祭 11月1日(土)～3日(月・祝) 作品展示 信楽体育館
11月3日(月・祝) 芸能発表 陶芸の森信楽ホール

第53回甲賀町文化祭 11月2日(日) 芸能発表 甲賀農村環境改善センター
11月1日(土)、2日(日) 作品展示 甲賀中央公園体育館他

第5回あいの土山文化祭「元気」 11月8日(土)、9日(日) 作品展示 森林文化ホール、あいの土山文化ホール
11月9日(日) 芸能発表 あいの土山文化ホール

文化協会文化祭

問…甲賀市文化協会連合会（事務局：文化振興課）262-2626　562-2625

防災講演会
「防災の原点への回帰」

日　時／ 10月18日（土）
10：00～11：40（開場９：30）

場　所／忍の里プララ
講　師／片

か た だ

田敏
としたか

孝さん（群馬大学大学
院工学研究科教授）

参加費／無料

問…総務課
265-0733　563-4554

10月はATM周辺対策強化月間です
―犯人は言葉巧みにあなたを被害者へ仕立て上げます！―

全国でオレオレ詐欺・還付金詐欺が多発しています。あなたの大切なお金はあなた自身が守りましょう。
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甲賀市ホームページ　バナー広告を募集しています。
▶詳しくはこちらから　http://www.city.koka.shiga.jp/

信楽陶器まつり
日　時／ 10月11日（土）～ 13日（月・祝）

9：00 ～ 17：00
■展示会

・第77回信楽陶器総合展
・県立信楽窯業技術試験場試作展
〔陶芸の森信楽産業展示館〕
11月16日（日）まで

・やきもの動物パラダイス
〔陶芸の森陶芸館〕
12月21日（日）まで

・信楽焼伝統工芸士展
〔信楽伝統産業会館〕
11月３日（月・祝）まで

■実演講習
・信楽焼伝統工芸ワークショップ
〔信楽伝統産業会館〕
10月11日（土）～ 13日（月・祝）

■陶器市
・第55回信楽陶器まつり大陶器市
〔市役所信楽支所周辺特設会場〕
10月11日（土）～ 13日（月・祝）

・第13回信楽セラミックアート
マーケットin陶芸の森2008

〔陶芸の森太陽の広場〕
10月11日（土）～ 13日（月・祝）

問…信楽焼振興協議会
283-1755　583-1756

　　商工観光課
265-0708　563-4087

水口スポーツの森へ行こう　●10月の催し

甲賀市民スタジアム 多目的グラウンド

※時間は変更される場合があるため掲載していません。

日 曜日 大　会　名

4 土
甲賀スポーツ少年団水口杯少年野球
大会

19〜20 日・月
第21回全国スポーツレクレーション
祭（ターゲット・バードゴルフ）

24〜27 金〜月 第26回JABAびわこ杯争奪クラブ大会

日 曜日 大　会　名
4 土 高円宮杯（サッカー）
5 日 甲賀４年生大会（サッカー）

19〜20 日・月
第21回全国スポーツレクレーショ
ン祭（ターゲット・バードゴルフ）

25 土
甲賀市・湖南市　交流グラウンドゴ
ルフ大会

桂
かつら

一
いっちょう

蝶の笑って楽しむ
上方落語講座
第１回「ちりとてちん」のおはなし

日　時／ 10月12日（日）14：00～
場　所／あいの土山文化ホール
入場料／＜前売＞1,000円

問…あいの土山文化ホール
266-1602　566-1603

水口商工まつり
日　時／ 10月12日（日）10：00～16：00
場　所／あいこうか市民ホール東駐車場
内　容／食べ歩きコーナー、企業の製

品展示、ビンゴゲームなど

問…水口町商工会商工祭事業委員会
262-1676　563-1052

甲賀市初「劇団四季」公演
ミュージカル
「むかしむかしゾウがきた」

　～命をかけて守りあった、
　　　　　　　　象と人間の物語～

日　時／ 12月11日（木）19：00～
場　所／あいこうか市民ホール
入場料／一　般　　　　　　4,000円

子ども（3歳～中学生）3,000円
※全席指定
※２歳までのお子さんは入場できません
前売券発売／ 10月４日（土）10：00～

あいこうか市民ホール他にて

問…あいこうか市民ホール
262-2626　562-2625

子育て講演会
「楽しくってやめられない！甲賀流子
育ての術～今日からパパとママの子育
ての悩みが楽しみに変わる～」

日　時／ 11月29日（土）13：30～15：30
場　所／あいこうか市民ホール
講　師／榊

さかきはら

原洋
よういち

一さん（お茶の水女子
大学教授・小児科医）

参加費／無料
申込方法／電話、ファックス、チラシ

（申込用紙）により下記ま
で。（託児なしの場合は当日
受付可）

※託児は市内在住の方で１歳～未就学
児を対象に10月6日（月）から各子育
て支援センターで受付（先着順）
※手話通訳・要約筆記あり
同時開催：
子どものための人権ワークショップ

問・申…
子育て支援センター
水口　 / 65-5511
甲南　 / 86-0949
土山　266-0375/566-1564
信楽　 / 82-2799
甲賀　288-8115/588-8145

第４回甲賀映画祭
日　程／
●10月11日（土） 碧水ホール

13：00「ひばり・チエミの弥次喜
　　　多道中」
14：50「太平洋ひとりぼっち」
16：50「翔べイカロスの翼」

●10月12日（日） 碧水ホール
10：10と12：00の２回
　　　 「パンダコパンダ」
　　　　（お楽しみ抽選会有）
13：30「ローマの休日」
15：50「うた魂♪」
18：10「夕凪にこだまする」

吉川信幸監督来館（水口東
高校卒業生）

●10月17日（金） 水口アレックスシネマ
19：15「カンナさん大成功です！」
21：40「スタンド･バイ･ミー」

●10月18日（土） 碧水ホール
11：00「100発100中」
13：30「ジュノ」
15：30「パラノイドパーク」
17：20「藍色夏恋」

●10月19日（日） 碧水ホール
11：00「いい爺いライダー」　
13：00「冒険者たち」
15：10「結婚しようよ」
17：30「世界最速のインディアン」

入場料／お問い合わせください。

問…映画祭事務局（碧水ホール内）
263-2006　563-0752

第6回こうか産業フェア2008
日　時／ 10月19日（日）10：00 ～ 15：30
場　所／鹿深夢の森
内　容／企業展示、模擬店、展示即売

会、川
かわもと

本勇
ゆう

ライブ、
Yes! プリキュア5GoGo! ショー、
フリーマーケットなど

問…甲賀町商工会
288-2370　588-5391


