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お知らせ

かふか２１子ども未来会議
「子ども議会」開催
●日時／10月23日（日）午後1時～

（傍聴受付12時30分～）
●場所／甲賀市議場（水口庁舎３階）
●内容／子ども議員24名が宿泊研修
や施設訪問等を通じ、甲賀のことを学
び、体験する中で感じた、「こうすれば
甲賀がよくなる」という意見を市に提
案・提言します。
問／かふか２１子ども未来会議事務局
（水口中央公民館内）
62-0488／Fax 62-3338

催　し

忍の里プララ「押花」作品展
●日時／10月2日（日）～16日（日）
9時～17時まで　入場無料（最終日
は16時まで）
●場所／忍の里・プララ甲南情報交
流センター
最終日に押花体験教室を開催します。
●日時／10月16日（日）13時～15時
●材料費／400円　先着15名
問・申／忍の里・プララ甲南情報交
流センター
86-1046 ／Fax 86-8119

ふれあい親子陶芸教室
　甲南ふれあいの館で自分だけのオ
リジナル陶器を作ってみませんか
●日時／10月15日（土）10時～12時
●場所／甲南ふれあいの館
●定員／25名(先着順)
●受講料（材料費を含む）／大人・中
学生500円　小学生以下400円
申・問／甲南ふれあいの館
／Fax 86-7551

（月火休館）

ハロウィン・パーティー
　外国人ゲストとゲームや仮装コンテス
トをします。仮装をして来てください
ね。
●日時／10月22日（土）15時～17時

（20分前より受付開始。混雑しますの
で早目に受付をお願いします）
●場所／かふか生涯学習館
●対象／小学生・大人（大人の付き添
いがあれば幼児も可）
●参加費／甲賀市国際交流協会会員
300円　非会員500円
●持ち物／仮装
●定員／130名
●申込締切／10月14日（金）
問・申／甲賀市国際交流協会
0748-63-8728

ふるさと散策ウォーキング
参加者募集
●内容／各町を2時間程度、ストック
を使ってウォーキング。地元を歩いて
みませんか
●コース・日時／
■水口コース【約5㎞】10月20日（木）
10時～　旧東街道三筋を散策します。
■土山コース【約4㎞】10月27日（木）
10時～　宿場町を歩こう。東海道伝
馬館に立ち寄ります。
■信楽コース【約4㎞】11月10日（木）
10時～　陶芸の森ウォーキングコース
■甲賀コース【約4㎞】11月17日（木）
10時～　鹿深夢の森～大鳥神社。く
すり学習館を見学。
■甲南コース【約3㎞】11月24日（木）
10時～　プララ～新名神甲南イン
ター。パーキングエリアでアイスを食
べよう。
●対象／甲賀市在住の18歳以上の
男女（高校生は除く）
●募集人員／各日15名
●参加料／各日200円（保険料）
●申込締切／各開催日の2日前まで
＊詳細は社会体育施設（各体育館）に置
いている案内チラシをご覧ください。
問・申／文化スポーツ振興課
86-8023 ／Fax 86-8380

碧水荘文化祭
●開催日／10月14日（金）～16日（日）
●場所／老人福祉センター碧水荘

（水口スポーツの森内）
●内容／作品展示：陶芸・盆栽・書道・
表装・デジカメ写真・絵手紙（期間中）
※15（土）には、作陶体験、苔玉づく
り、16日（日）には野点、絵付け体験、
苔玉づくり、将棋体験のほか、コーラ
スやハンドベル演奏、レクダンス、ゲー
ムやお楽しみ抽選会もあります。
問／老人福祉センター　碧水荘
62-6080 ／Fax 62-6096

みなくち子どもの森
きまぐれ「しぜんさんぽ」のご案内
　秋の身近な自然を楽しみます（短時
間の自然観察ガイド）。
●日時／10月1日（土）14時～約1時間

●集合／みなくち子どもの森自然館前
●申込／不要。ただし先着15名
●費用／無料。雨天時は展示案内に
切り替える場合があり、その場合は入
館料（大人200円、小中学生100円）
が必要。
問／みなくち子どもの森自然館
63-6712 ／Fax 63-0466

夜空旅人（天体観望会）
「“１０月りゅう座流星群”のお話」
●日時／1０月８日（土）１９時３０分～
２１時３０分
●場所／かふか生涯学習館
●内容／天体のお話、月、木星、秋の
星座などの観望
●申込方法／電話にて下記まで
●申込締切／１０月７日（金）　先着２０
名
※天候・人数等により中止する場合が
あります。
申・問／かふか生涯学習館
88-4100 ／Fax 88-5055

水口歴史民俗資料館ロビー展
「甲賀のモノと暮らし②

─モノを入れる木の道具─」
●期間／10月1日(土)～12月4日(日)
　※木・金曜日休館
●開館時間／10時～17時
●場所／水口図書館・資料館ロビー
●入館料／無料
問／水口歴史民俗資料館
62-7141 ／Fax 63-4737

信楽陶器まつり
●日時／１０月８日（土）－１０日（月・祝）
９時～１７時
〈主なイベント〉
◦第79回信楽陶器総合展（陶芸の森
信楽産業展示館）
◦陶器即売会（市役所信楽地域市民
センター周辺）
◦セラミックアートマーケット（陶芸の
森太陽の広場）
問／信楽焼振興協議会
83-17555 ／Fax 83-1756

2011 商工まつり
●日時／10月16日（日）10時～16時
●会場／甲賀市役所　駐車場
●内容／市内企業による製品・商品展
示即売、模擬店、ステージなど。プリキュ
ア・ショーもあります。（午前・午後）
●入場／無料
問／甲賀市商工会
62-1676／Fax 63-1052
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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
1日（土）・2日（日） 第41回日本少年野球関西秋季大会滋賀支部予選（中学生硬式）
15日（土）・16日（日） 第6回 ＮＯＳＡＩ カップ学童野球大会（小学生軟式）
21日（金）〜23日（日） 第29回ＪＡＢＡびわこ杯争奪社会人クラブ（一般硬式）

30日（日） 甲賀市軟式野球リーグ決勝トーナメント（一般軟式）

多目的グラウンド
1日（土） 市長杯争奪　グラウンド･ゴルフ大会（一般グラウンド・ゴルフ）

2日（日）･9日（日） 甲賀ブロック4年生大会（小学生サッカー）
8日（土） 県リブ順位決定戦　プリンス代表決定戦（高校生サッカー）
15日（土） 第14回滋賀県ターゲット･バードゴルフ大会（一般ターゲット・パーゴルフ）
19日（水） 第26回全国選抜ゲートボール大会（一般ゲートボール）
21日（金） 秋季総体第4ブロック大会（中学生サッカー）
22日（土） 第4ブロック強化練習会（中学生サッカー）
23日（日） ママさんサッカー選手権大会（女性サッカー）

29日（土） 県協会甲賀地区ふれあい交流グラウンド･ゴルフ大会
（一般グラウンド・ゴルフ）

甲賀市陸上競技場
10日（祝） オープニング記念事業　式典、『NHKジュニア陸上教室』 講師：谷川真理氏
16日（日） 第８回甲賀市民体育大会　１部（中学・高校・一般陸上）
23日（日） ジュニアサッカー教室（小学生サッカー）
30日（日） 第８回甲賀市民体育大会　２部（小学生・マスターズ陸上）

初めての水中運動体験教室
●募集対象／40歳以上で甲賀市に在住又は在勤されている方
　　　　　　＊男女問わず
　　　　　　＊介助を必要とされない方
●申込み／参加希望日の開催会場に直接お申込みください。（先着受付順）
●持ち物／水着・スイミングキャップ・バスタオル
●参加費／100円／回

会　場 開催日 開催時間 定員 募集期間

甲賀B＆G海洋センター
TEL88-5887

10月20日（木） 9：45～10：45 10名 10月19日（水）まで

10月22日（土） 19：00～20：00 10名 10月21日（金）まで

水口スポーツセンター
TEL63-1200

10月18日（火） 集合 12：15 5名 10月17日（月）まで

10月25日（火） 解散 13：45 5名 10月24日（月）まで

10月21日（金） 集合 14：40 5名 10月20日（木）まで

10月28日（金） 解散 16：30 5名 10月27日（木）まで

問／文化スポーツ振興課スポーツ振興係　 86-8023／Fax86-8380
　　甲賀市体育協会　 ／Fax86-2343

文化協会文化祭のご案内
　さまざまな力作の展示や、芸能発表など、日頃の活動の成果を発表される各地
域の文化祭。
　皆さんお誘い合わせの上、ぜひご覧ください。

名　称 開催日 会　場 内容

水口町文化協会
11文化祭 11月26日（土）、27日（日）

あいこうか市民ホール 芸能発表
あいこうか市民ホール展示室 作品展示

第45回
甲南文化祭

11月5日（土）、6日（日）
忍の里プララ

芸能発表
11月3日（木・祝）～6日（日） 作品展示

第42回
信楽芸術祭

11月3日（木・祝） 陶芸の森　信楽ホール 芸能発表
10月29日（土）～31日（月） 信楽体育館 作品展示

第56回
甲賀町文化祭

11月6日（日） 甲賀中央公園体育館他 芸能発表
11月5日（土）、6日（日） 甲賀農村環境改善センター 作品展示

第8回
あいの土山文化祭

11月13日（日） あいの土山文化ホール 芸能発表

11月12日（土）、13日（日） 森林文化ホール、
あいの土山文化ホール他 作品展示

問／甲賀市文化協会連合会（事務局：文化スポーツ振興課　 62-2626）

お詫びと訂正
９月15日号で下記の誤りがありま
した。お詫びして訂正します。
Ｐ16　ベビープログラム
誤　 対象：平成23年11月～８月生

まれの乳児とその保護者（第１
子に限る）

㊣　 対象：平成23年４月～８月生ま
れの乳児とその保護者（第１子
に限る）

○
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