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１ 「学びのメニューファイル」について

県教育委員会では、公民館、図書館、博物館、美術館などの施設や、団体、学校、

大学、行政が開催する講座や教室・研修会などの学習情報をまとめて、ホームペー
ジ「におねっと」で提供していますが、より多くの方々に情報がお届けできるよう、
紙媒体による「学びのメニューファイル ～滋賀の生涯学習情報誌～ 」を発行して
います。

※なお、「学びのメニューファイル」発行後に実施することになった講座等の情報については、
「におねっと」に随時掲載しますので、御覧ください。

２ 講座・教室の探し方

（１） しが生涯学習スクエアで探す

「しが生涯学習スクエア」では、生涯学習に関する相談、視聴覚教材の貸
出などのサービスを提供しています。また、県庁新館2階の県民サロン内に

開設している「しが生涯学習サテライト」では、各種チラシを手に取って
いただけます。

●交通アクセス

●問い合わせ

●受付時間

月曜～金曜日
午前８時45分～午後５時

しが生涯学習スクエア（新館６階生涯学習課内）
〒520-8577 滋賀県大津市京町４丁目１－１

電話：077-528-4652 FAX：077-528-4962
E-mail：ma06@pref.shiga.lg.jp

ＪＲ大津駅から約300ｍ、
京阪島ノ関駅から約300ｍ、
名神大津ＩＣから車で３分

しが生涯学習スクエア
（滋賀県庁新館6階 滋賀県生涯学習課内）

しが生涯学習サテライト
（滋賀県庁新館２階 県民サロン内）
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（２） インターネット、携帯電話・スマホで探す

①インターネットで探す

滋賀県学習情報提供システム「におねっと」で探すことができます。
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「におねっと」のトップページ

●講座・教室の検索はこちらをクリック

http://www.nionet.jp/

講座や教室を探すページ

http://www.nionet.jp/nionet/kouza.php

検索結果ページ

②携帯電話・スマホで探す

「におねっと」携帯サイトで探すことができます。
カメラの機能から「バーコード読み取り」を選択して、バーコードを撮影してください。

●フィーチャーフォン ●スマートフォン

『におねっと携帯サイト』
http://www.nionet.jp/nionet/m/

『講座や教室を探す』（フルブラウザ）

http://www.nionet.jp/nionet/kouza.php
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（３） 情報誌で探す

「学びのメニューファイル ～滋賀の生涯学習情報誌～ 」は、県立図書

館をはじめ各県立学習関連施設、各市町公共施設（役場・図書館・公民
館・公共ホール）等に置いています。

講座一覧の見かた

※申込期間は、特に設けてはいない場合、
『随時』と表記しています。

※定休日等を除いて、一年中開催する
場合、このように表記しています。

学習情報が
いっぱい！

※対象は、「一般」は中学生以上、
「どなたでも」は子どもから大人まで
参加できる場合に表記しています。
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フィーチャーフォンスマートフォン

3　講座・教室等

期 日 等 3か月ごと週1回・全12回 10:00～21:00 休館日:毎週木曜日

場　　所 明日都トレーニングルーム

費　　用 市内在住・在勤6,480円(3か月分)、市外12,960円(3か月分)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の火曜日 10:00～11:30 (年間20回開催)

場　　所 ウカルちゃんアリーナ 大競技場

費　　用 1回参加500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の水曜日 17:30～21:00(内2時間)

子 場　　所 ウカルちゃんアリーナ

費　　用 1回参加 幼･小･中200円、高校生300円、一般500円 (保険料含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 後期:10～3月 毎回水曜日 キッズ13:30～/14:40～ 小学生15:50～

子 場　　所 ウカルちゃんアリーナ 大競技場or小競技場 

費　　用 1回参加900円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 第3期:12月11日～3月12日 火曜日(各期10回) 9:30～11:30

場　　所 ウカルちゃんアリーナ 大競技場

費　　用 各期10,000 円(保険料・シャトル代含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 <6>12月15日 <7>1月19日 <8>2月16日 土曜日 18:30～20:00 (受付18:00～)

子 場　　所 大津市科学館 

費　　用 大人400円 / 小中高校生200円 

分　　野

自然・環境

期 日 等 金曜クラス:11:00～12:15 土曜クラス:14:30～15:45

場　　所 (公財)大津市国際親善協会

費　　用 3か月ごとに15,000円

分　　野

文学・歴史

明日都トレーニングルーム

ウカルちゃんアリーナ(滋賀県⽴体育館) 

大津市科学館 

(公財)大津市国際親善協会

No.004 なかよしスポーツ教室

対　　象 キッズ(年中・年長)、小学生(小学1～3年生)

申込期間 定員になり次第締め切り

No.002 ライフアップスポーツ

対　　象 40歳以上

申込期間 随時

内　　容

卓球やﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝを楽しめます。 用具等の貸出
し可。体育館ｼｭｰｽﾞのみご持参ください。幼児の運動ｽﾍﾟｰ
ｽ(ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙや鉄棒、ﾄﾗﾝﾎﾟﾋﾞｸｽ、積み木等)もあります。

申込方法 参加当日、窓口へ直接お申し込み

問合せ先 ウカルちゃんアリーナ(滋賀県立体育館) TEL:077-524-0221

No.003 スポーツデー

対　　象 幼児～一般の男女

申込期間 当日受付

内　　容

1:レクリエーション内容(日替わりで実施) 2:フリータイ
ム種目 (バドミントン・卓球・パドルテニス等)指導者:
管理センター指導担当職員、健康相談員
◎詳細は「ウカルちゃんアリーナ」HP参照

申込方法 参加当日、窓口へ直接お申し込み

問合せ先 ウカルちゃんアリーナ(滋賀県立体育館) TEL:077-524-0221

内　　容

初心者から中上級者まで、レベルに応じた運動を行い、
バドミントンを通して 心身のリフレッシュと共に健康・
体力作りの増進に努めます。
◎詳細は「ウカルちゃんアリーナ」HP参照

申込方法 受講料を添えて申込用紙を窓口まで(受付9:00～17:00月曜休館)

問合せ先 ウカルちゃんアリーナ(滋賀県立体育館) TEL:077-524-0221

No.005 バドミントン教室

対　　象 一般

申込期間 定員になり次第締め切り

内　　容

走る・跳ぶ・体幹を鍛える・道具を使う運動等を通し
て、みんなで仲良くスポーツをする事の楽しみを感じら
れるメニューを実施します。 トランポリン・マット・鉄
棒・跳び箱・縄跳び・トランポビクス・ボール 等

申込方法 参加当日、窓口へ直接お申し込み

問合せ先 ウカルちゃんアリーナ(滋賀県立体育館) TEL:077-524-0221

No.007 2018年度語学講座(英会話初級)

対　　象 高校生～大人。子どもの同伴はご遠慮ください。

申込期間 満席になり次第キャンセル待ちでの受付。

内　　容

最新ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑでの解説及び屋上観測場や天文ﾄﾞｰﾑ
での観測。
<6>「冬の星座と二重星団」 <7>「アルデバランとすば
る」 <8>「ベテルギウスとオリオン大星雲」

申込方法 電話、窓口 

問合せ先 大津市科学館 TEL:077-522-1907

No.006 星空観望会

対　　象 小学生以上(保護者同伴)

申込期間 各予約開始日(<6>12月2日(日)、<7>1月5日(土)、<8>2月3日(日))の9:00～

内　　容

75分授業×10回(3か月)。年間40回。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 公益財団法人 大津市国際親善協会 TEL:077-525-4711

明日都トレーニングルーム TEL:077-526-3003

申込期間 受付中(空きがあれば申込可。詳細はHPをご覧ください)

No.001 健康運動教室

対　　象 高校生以上

内　　容

日頃運動不足を感じている・運動習慣をつけたいと考え
ている方など、この教室に参加して体を動かしません
か？週1回から始めましょう！

申込方法 直接窓口

問合せ先

大
津
市

１.大津市内で開催される講座・教室
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フィーチャーフォンスマートフォン
１.大津市内で開催される講座・教室

期 日 等 金曜クラス:9:30～10:45 土曜クラス:13:00～14:15

場　　所 (公財)大津市国際親善協会

費　　用 3か月ごとに15,000円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 木曜クラス:13:00～14:15 土曜クラス:13:00～14:15

場　　所 (公財)大津市国際親善協会

費　　用 3か月ごとに15,000円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 木曜クラス:11:00～12:15 土曜クラス:14:30～15:45

場　　所 (公財)大津市国際親善協会

費　　用 3か月ごとに15,000円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 初級:火曜9:30～10:45 中級1:火曜9:30～10:45 中級2:火曜11:00～12:15

場　　所 (公財)大津市国際親善協会

費　　用 3か月ごとに15,000円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 入門:火曜 14:30～15:45、中級:火曜 13:00～14:15

場　　所 (公財)大津市国際親善協会

費　　用 3か月ごとに15,000円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 内容参照

場　　所 (公財)大津市国際親善協会

費　　用 3か月ごとに15,000円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 入門:金曜 9:30～10:45

場　　所 (公財)大津市国際親善協会

費　　用 3か月ごとに15,000円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 内容参照

場　　所 (公財)大津市国際親善協会

費　　用 3か月ごとに15,000円

分　　野

文学・歴史

内　　容

75分授業×10回(3か月)。年間40回。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 公益財団法人 大津市国際親善協会 TEL:077-525-4711

No.008 2018年度語学講座(英会話入門)

対　　象 高校生～大人。子どもの同伴はご遠慮ください。

申込期間 満席になり次第キャンセル待ちでの受付。

No.010 2018年度語学講座(英会話中級2)

対　　象 高校生～大人。子どもの同伴はご遠慮ください。

申込期間 満席になり次第キャンセル待ちでの受付。

内　　容

75分授業×10回(3か月)。年間40回。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 公益財団法人 大津市国際親善協会 TEL:077-525-4711

No.009 2018年度語学講座(英会話中級1)

対　　象 高校生～大人。子どもの同伴はご遠慮ください。

申込期間 満席になり次第キャンセル待ちでの受付。

内　　容

75分授業×10回(3か月)。年間40回。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 公益財団法人 大津市国際親善協会 TEL:077-525-4711

No.011 2018年度語学講座(韓国語会話)

対　　象 高校生～大人。子どもの同伴はご遠慮ください。

申込期間 満席になり次第キャンセル待ちでの受付。

内　　容

75分授業×10回(3か月)。年間40回。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 公益財団法人 大津市国際親善協会 TEL:077-525-4711

No.013 2018年度語学講座(ドイツ語会話)

対　　象 高校生～大人。子どもの同伴はご遠慮ください。

申込期間 満席になり次第キャンセル待ちでの受付。

内　　容

75分授業×10回(3か月)。年間40回。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 公益財団法人 大津市国際親善協会 TEL:077-525-4711

No.012 2018年度語学講座(フランス語会話)

対　　象 高校生～大人。子どもの同伴はご遠慮ください。

申込期間 満席になり次第キャンセル待ちでの受付。

内　　容

75分授業×10回(3か月)。年間40回。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 公益財団法人 大津市国際親善協会 TEL:077-525-4711

No.014 2018年度語学講座(スペイン語会話)

対　　象 高校生～大人。子どもの同伴はご遠慮ください。

申込期間 満席になり次第キャンセル待ちでの受付。

内　　容

75分授業×10回(3か月)。年間40回。
入門:木曜13:00～14:15 初級:木曜9:30～10:45 中級:木
曜11:00～12:15

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 公益財団法人 大津市国際親善協会 TEL:077-525-4711

内　　容

75分授業×10回(3か月)。年間40回。
入門:金曜13:00～14:15 初級:金曜14:30～15:45 中級1:
土曜9:30～10:45 中級2:土曜11:00～12:15

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 公益財団法人 大津市国際親善協会 TEL:077-525-4711

No.015 2018年度語学講座(中国語会話)

対　　象 高校生～大人。子どもの同伴はご遠慮ください。

申込期間 満席になり次第キャンセル待ちでの受付。

大
津
市
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フィーチャーフォンスマートフォン
１.大津市内で開催される講座・教室

期 日 等 2月2日(土) 13:30開演(13:00開場)

子 場　　所 大津市伝統芸能会館

費　　用 一般4,000円、24歳以下3,000円(当日各500円増)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月、第1、2、3、(5)日曜日 14:30～15:00

子 場　　所 大津市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第2金曜日、第4日曜日 11:00～11:20

子 場　　所 大津市立図書館 3階 視聴覚ホール

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月、第2土曜日に開催 10:30～

子 場　　所 大津市立図書館 3階視聴覚ホール

費　　用 入場無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月、第3土曜日の11:00～11:20

子 場　　所 大津市立図書館

費　　用 入場無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月、第4日曜日の14:00～14:30

子 場　　所 大津市立図書館 1階 児童室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月、第1、第3土曜日の11:00～11:30に開催

子 場　　所 大津市立北図書館 児童書コーナー

費　　用 入場無料

分　　野

文学・歴史

大津市伝統芸能会館

大津市⽴図書館

大津市⽴北図書館

No.016 安達原 -光と照明による能舞台の陰翳

対　　象 6歳未満入場不可

申込期間 発売中

内　　容

図書館読み聞かせボランティアによる絵本の読み聞かせ
など。 絵本の読み聞かせ・紙芝居・手遊び ほか。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立図書館 TEL:077-526-4600

No.017 ちいさなおはなしの時間

対　　象 乳児・幼児とその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

山本能楽堂×藤本隆行［Kinsei R&D］による、更に美し
くなった能の新しい世界をお楽しみください。

申込方法 大津市伝統芸能会館、びわ湖芸術文化財団(ｵﾝﾗｲﾝﾁｹｯﾄ) 

問合せ先 大津市伝統芸能会館 TEL:077-527-5236

No.019 子ども映画会

対　　象 主に未就学児向け

申込期間 申込不要

内　　容

乳幼児向けの手あそびや絵本の読み聞かせなど。 2回と
も内容は同じで、演目は月替わりです。 実演はとしょか
ん職員です。 ベビーカーを置いていただけるスペースも
あります。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立図書館 TEL:077-526-4600

No.018 おはなし会 よちよちクラブ

対　　象 0～3歳児と保護者

申込期間 申込不要

内　　容

わらべうたの持つ音やリズムは心地よく感性を磨き、絵
本を読む楽しさへつながります。大人も子どももいっ
しょにわらべうた遊びを楽しみましょう。ベビーカーを
置いていただけるスペースもあります。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立図書館 TEL:077-526-4600

No.020 おはなし会 よちよちわらべうたクラブ

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

内　　容

月に1回、主に未就学児向けの映画を上映します。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立図書館 TEL:077-526-4600

No.022 おはなし会たーたか

対　　象 乳幼児・児童向け

申込期間 申込不要

内　　容

外国語の原書絵本をつかったおはなし会です。
実演:「外国絵本の読み聞かせの会」

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立図書館 TEL:077-526-4600

No.021 外国絵本の読み聞かせ

対　　象 幼児・児童

申込期間 申込不要

内　　容

乳幼児・児童向けの内容は、紙芝居や絵本の読み聞かせ
など。内容は毎回替わります。 実演:「たーたか」

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立北図書館 TEL:077-574-0145

大
津
市
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 毎月1回、主に土曜日開催 14:00～

子 場　　所 大津市立北図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 偶数月に1回、主に日曜日開催 11:00～11:30

子 場　　所 大津市立北図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月1回、第2土曜日の14:00～

子 場　　所 大津市立和邇図書館 2階 会議室

費　　用 入場無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月1回、第4土曜日の11:00～11:30

子 場　　所 大津市立和邇図書館 1階 集会室

費　　用 入場無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月14日(金) 10:00～17:00(受付9:30～) 

場　　所 コラボしが21 3階 中会議室2

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 12月22日(土) 14:30～16:30 

子 場　　所 コラボ21 3階大会議室 

費　　用 全2回通し券:2,000円 1回券:1,500円(当日券のみ) 自由席

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月27日(日) 14:30～16:30 

子 場　　所 コラボ21 3階大会議室 

費　　用 全2回通し券:2,000円 1回券:1,500円(当日券のみ) 自由席

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月17日(日) 14:00～16:45 

子 場　　所 コラボ21 3階大会議室 

費　　用 全3回通し券:3,000円 1回券:1,500円(当日券のみ) 自由席

分　　野

芸術・伝統

大津市⽴和邇図書館

コラボしが21

内　　容

子どもを対象にした映画会です。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立北図書館 TEL:077-574-0145

No.023 見聞(ミッキー)シネマ

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

No.025 こどもえいがかい

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

ストーリーテリングや絵本の読み聞かせ・手遊びなど。
実演:「コロボックル」

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立北図書館 TEL:077-574-0145

No.024 おはなし会「コロボックル」

対　　象 幼児・児童向け

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループ「志賀 おはなしの会」によるス
トーリーテリングなどのお話会です。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立和邇図書館 TEL:077-594-2050

No.026 おはなし会

対　　象 幼児・児童対象

申込期間 申込不要

内　　容

子ども向けの映画を上映しています。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立和邇図書館 TEL:077-594-2050

No.028
オペラ講座『ジークフリート』(初級編・全2回)
第1回 『ジークフリート』のあらすじと音楽

対　　象 6歳以上 

申込期間 発売中

内　　容

■内容 1．ビジネス英語とは 2．ビジネスEメール文章作
法 3．基本表現 4．貿易取引の流れに沿っての演習 5．
質疑応答 ■講師:トレード・コンシェルジェ Street
Smart(代表 法嶋 由昭 氏)

申込方法 FAX、ｲﾝﾀｰﾈｯト ◎「滋賀県よろず支援拠点」HP

問合せ先 滋賀県よろず支援拠点(滋賀県産業支援プラザ内) TEL:077-511-1425

No.027
すぐに役立つ！1日で学ぶ 英文ビジネスＥメー
ル講座(入門編)

対　　象 中小企業の貿易実務担当者、海外ﾋﾞｼﾞﾈｽを行う小規模事業の経営者

申込期間

内　　容

4部作『ﾆｰﾍﾞﾙﾝｸﾞの指環』、いよいよ第3部に突入！映像
や音楽を交えながら、本公演を存分に予習していただけ
る2時間。≪びわ湖ﾘﾝｸﾞ≫をより楽しみたい方、ｵﾍﾟﾗ初心
者の方におすすめです。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.029
ｵﾍﾟﾗ講座『ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄ』(初級編・全2回) 第2回 ～映
像で比較する『ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄ』のさまざまな演出

対　　象 6歳以上

申込期間 発売中

内　　容

4部作『ﾆｰﾍﾞﾙﾝｸﾞの指環』、いよいよ第3部に突入！映像
や音楽を交えながら、本公演を存分に予習していただけ
る2時間。≪びわ湖ﾘﾝｸﾞ≫をより楽しみたい方、ｵﾍﾟﾗ初心
者の方におすすめです。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

内　　容

2019年3月の公演に先がけ、ワーグナー研究の第一人者が
3回に分けて、音楽面・テキスト面・思想面から『ジーク
フリート』の深く広大な世界を丁寧に解説します。第2回
講師:伊東 史明(大谷大学講師/ドイツ文学)

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.030
ワーグナー・ゼミナール(上級編／全3回) 第2回
作品成立事情とテキスト解説

対　　象 6歳以上 

申込期間 発売中

大
津
市

１.大津市内で開催される講座・教室
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 2月23日(土) 14:00～16:45 

子 場　　所 コラボ21 3階大会議室 

費　　用 全3回通し券:3,000円 1回券:1,500円(当日券のみ) 自由席

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月3日(月) 18:30～20:30

場　　所 滋賀県危機管理センター 1階 エントランスホール

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月14日、1月11日、2月8日 金曜日 13:30～16:00

場　　所 滋賀県庁 会議室

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 10月1日～3月11日(1期4回 全4期) 内容参照

場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期5,000円(貸靴1回400円と保険料1,850円が別途必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月1日～3月13日 水曜日(1期4回 全4期) 17:15～18:15

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期5,000円(貸靴1回400円と保険料800円が別途必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月2日～3月12日 火曜日 (1期4回 全4期) 17:15～18:15

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期6,000円(貸靴1回400円と保険料800円(高校生1,850円)別途要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月2日～3月16日(1期4回 全4期) 内容参照

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期5,000円(貸靴1回400円と保険料800円が別途必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月3日～3月17日 (1期4回 全4期) 内容参照

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期4,000円(貸靴料1回400円と保険料800円が別途必要)

分　　野

くらし・健康

内　　容

1)スケート靴の履き方、マナーについて 2)スケートの基
礎技術の習得 3)レベルにあったクラス分けと指導を行
う。 ■水曜・金曜ｺｰｽ:17:15～18:15 土曜・日曜ｺｰ
ｽ:8:45～9:45

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.038 ジュニアスケート教室

対　　象 小学生～中学生(初心者・初級者)

申込期間 1期～4期の各締切日まで ※先着順

内　　容

1)フィギュアスケートの基本動作の復習 2)フィギュアス
ケートの専門技術の習得 3)レベルにあったクラス分けと
指導を行う。 ■火曜ｺｰｽ:17:15～18:15 土曜ｺｰｽ:8:45～
9:45

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.037 フィギュアスケート育成コース

対　　象 4歳～中学生 ※プレーンテストC級以上の方

申込期間 1期～4期の各締切日まで ※先着順

内　　容

1)バッジテスト 初級から1級のステップテスト課題に準
じた指導を行う 2)技術向上のための指導を行う。

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.036 フィギュアスケート専門コース

対　　象 小学生から高校生まで ※プレーンテストA級、バッジテスト1級の方

申込期間 1期～4期の各締切日まで ※先着順

内　　容

1)スケートの基本から専門的な技術向上のための指導を
行う 2)バッジテスト 初級から1級のステップテスト課題
に準じた内容指導を行う。

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.035 フィギュアスケート幼児上級コース

対　　象 幼児スケート教室を受講し、インストラクターの推薦を得た方

申込期間 1期～4期の各締切日まで ※先着順

内　　容

1)スケート靴の履き方、マナーについて 2)スケートの基
礎技術の習得 3)レベルにあったクラス分けと指導を行
う。■月曜午前ｺｰｽ:10:30～11:30 月曜午後ｺｰｽ:13:30～
14:30)

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.034 リフレッシュスケート教室

対　　象 18歳以上の男女

申込期間 1期～4期の各締切日まで ※先着順

内　　容

毎月1回、統計やﾃﾞｰﾀに関する疑問・質問に、滋賀大学
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学部の教員がｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行う「統計相談窓口」
を開設しています。ｱﾝｹｰﾄ調査や調査結果の分析方法等に
ついて知りたい方は、ぜひ御相談ください。

申込方法 ﾒｰﾙ、FAX、郵送等により 申込書(HP参照)を提出してください。

問合せ先 滋賀県県民生活部 統計課 TEL:077-528-3397

No.033 統計相談窓口(大津)

対　　象 県内在住者・事業所・団体・自治体等および県内に通勤・通学している人

申込期間 開催2週間前まで

内　　容

講師と司会者とのやり取りを通して災害と防災を解説す
るものです。コーヒーなどを飲みながら気軽に参加でき
ます。 12月3日のテーマは シリーズ”あなたの住まいは
大丈夫？” 滋賀で起きる「液状化災害」とは です。

申込方法 開催時刻までに開催場所にお集まりください。

問合せ先 滋賀県庁 滋賀県防災危機管理局内 滋賀県危機管理センター TEL:077-528-3438

No.032 『防災カフェ』(気軽に防災を学ぶ)

対　　象 県民

申込期間 申込不要

内　　容

2019年3月の公演に先がけ、ワーグナー研究の第一人者が
3回に分けて、音楽面・テキスト面・思想面から『ジーク
フリート』の深く広大な世界を丁寧に解説します。第3回
講師:藤野 一夫(神戸大学教授/音楽文化論・文化政策)

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.031
ワーグナー・ゼミナール(上級編／全3回) 第3回
作品の全体像とその思想的背景

対　　象 6歳以上 

申込期間 発売中

滋賀県危機管理センター

滋賀県庁

滋賀県⽴アイスアリーナ

大
津
市

１.大津市内で開催される講座・教室
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 10月3日～3月17日(1期4回 全4期) 内容参照

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期4,000円(貸靴料1回400円と保険料800円が別途必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月6日～3月16日 土曜日(1期4回 全4期) 17:15～18:45

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期 中学生以下5,700円、高校生以上7,700円(貸靴・保険料が別途必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月6日～3月16日 土曜日(1期4回 全4期) 17:15～18:45

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期 中学生以下5,700円、高校生以上7,700円(貸靴・保険料が別途必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月7日～3月17日 日曜日 (1期4回 全4期) 8:45～9:45

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期4,000円(貸靴1回400円と保険料800円が別途必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月24日(月)～27日(木)連続4日間8:45～9:45

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 4,000円(貸靴1回400円と保険料800円が別途必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月4日(金)～6日(日)連続3日間8:45～9:45

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 3,000円(貸靴1回400円と保険料800円が別途必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 平成31日3月24日(日)～27日(水) 連続4日間 8:45～9:45

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 4,000円(貸靴1回400円と保険料800円が別途必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月2日(日) 16:00～17:00

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 小ホール

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

内　　容

 「いたみとのお付き合い―私の痛み50年史」
講師:中井 吉英先生

申込方法 電話、FAX、ﾒｰﾙ

問合せ先 認定NPO法人いたみ医学研究情報ｾﾝﾀｰ事務局 TEL:0561-63-1585

No.046
平成30年度厚生労働省 市民公開講座「からだの
痛み相談・支援事業」

対　　象 一般

申込期間 定員(150名)に達するまで

内　　容

1)スケート靴のはき方、マナーについて 2)スケートの基
礎技術の習得

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.045 春休み3月短期スケート教室

対　　象 4歳～小学生

申込期間 平成31年2月16日(土)～3月17日(日)

内　　容

1)スケート靴のはき方、マナーについて 2)スケートの基
礎技術の習得

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.044 冬休み1月短期スケート教室

対　　象 4歳～小学生

申込期間 11月17日(土)～12月16日(日)

内　　容

1)スケート靴のはき方、マナーについて 2)スケートの基
礎技術の習得

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.043 冬休み12月短期スケート教室

対　　象 4歳～小学生

申込期間 11月17日(土)～12月16日(日)

内　　容

1)スケート靴の履き方、マナーについて 2)ショートト
ラックの基礎技術の習得 3)レベルにあった指導を行う。

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.042 ショートトラック教室

対　　象 4歳から中学生(初心者・初級者)

申込期間 1期～4期の各締切日まで ※先着順

内　　容

1)アイスホッケーのマナーについて 2)アイスホッケーの
基礎技術の習得 3)レベルにあったクラス分けと指導を行
う。

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.041 レディースアイスホッケー教室

対　　象 5歳以上の女性

申込期間 1期～4期の各締切日まで ※先着順

内　　容

1)アイスホッケーのマナーについて 2)アイスホッケーの
基礎技術の習得 3)レベルにあったクラス分けと指導を行
う。

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.040 アイスホッケー教室

対　　象 5歳以上の男性

申込期間 1期～4期の各締切日まで ※先着順

内　　容

1)ｽｹｰﾄ靴の履き方、ﾏﾅｰについて 2)ｽｹｰﾄの基礎技術の習
得 3)ﾚﾍﾞﾙにあったｸﾗｽ分けと指導を行う。 ■水曜15時ｺｰ
ｽ:15:30～、水曜17時ｺｰｽ:17:15～、金曜ｺｰｽ:17:15～、土
曜ｺｰｽ:8:45～、日曜ｺｰｽ:8:45～各1時間

申込方法 申込書と受講料を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.039 幼児スケート教室

対　　象 4歳以上の保育園児・幼稚園児(初心者・初級者)

申込期間 1期～4期の各締切日まで ※先着順

滋賀県⽴芸術劇場びわ湖ホール

大
津
市

１.大津市内で開催される講座・教室
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 12月9日(日) 開場13:30 開演14:00

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 小ホール 

費　　用 一般:1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月22日(土) 11:00～18:00大ホールのみ19:50終了予定

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 全館

費　　用 無料、有料公演あり

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月31日(月) 開場21:00 開演22:00 翌24:30終演予定

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 

費　　用 SS席:8,000円～C席:3,000円 25歳未満S～C席:1,500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月5日(土) 開場14:00 開演14:30

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

費　　用 S席:3,000円 A席:2,000円 青少年(25歳未満):1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月6日(日) 開場13:15 開演14:00

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 

費　　用 一般:3,000円 青少年(25歳未満):1,000円 ｼｱﾀｰﾒｲﾂ:500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月14日(月・祝) 開場13:15 開演14:00

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 

費　　用 S席:3,000円 A席:2,000円 25歳未満:1,000円 ｼｱﾀｰﾒｲﾂ:500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月19日(土)、1月20日(日) 両日 開場13:30 開演14:00

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール 

費　　用 一般:5,000円 青少年(25歳未満):2,000円 ｼｱﾀｰﾒｲﾂ:1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月2日(土) 14:00～16:45 

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール リハーサル室 

費　　用 全3回通し券:3,000円 1回券:1,500円(当日券のみ) 自由席

分　　野

芸術・伝統

内　　容

今最も勢いのある若手ｻｯｸｽ四重奏団Adamが、ｶﾗﾌﾙで疾走
感溢れる楽しいｽﾃｰｼﾞをお届けします！ 出演:Adam ｱﾀﾞﾑ
山下友教(ｿﾌﾟﾗﾉ)、田口雄太(ｱﾙﾄ)、野原ｼｰｻｰ朝宇(ﾃﾅｰ)、
奥野祐樹(ﾊﾞﾘﾄﾝ)

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.047
気軽にクラシック18 Adam アダム(サクソフォン
四重奏)

対　　象 6歳以上 ※有料託児サービス有

申込期間 発売中

No.049
びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート
2018-2019

対　　象 6歳以上 

申込期間 発売中

内　　容

クリスマスに贈る 湖国滋賀の若きアーティストたちの祭
典！

申込方法 びわ湖ﾎｰﾙﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(TEL:077-523-7136) 10:00～19:00 火曜休館

問合せ先 公益財団法人 びわ湖芸術文化財団 地域創造部 TEL:077-523-7146

No.048 びわ湖☆アートフェスティバル2018

対　　象 どなたでも(ただしホール公演は3歳未満入場不可)

申込期間 発売中

内　　容

様々なジャンルのアートと朗読を組み合わせたパフォー
マンスで人気の＜紺野美沙子の朗読座＞。今回は二十五
絃箏奏者の中井智弥、パーカッション奏者、相川瞳と共
に「源氏物語」をお贈りします。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

びわ湖ﾎｰﾙ声楽アンサンブルで出会った4人のテノール歌
手たちによって結成されたユニット。ハイレベルな歌唱
と笑いの要素を両立させた楽しいステージが話題沸騰。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

No.050
紺野美沙子の朗読座「源氏物語の語りを愉しむ
―紫のゆかりの物語」

対　　象 6歳以上 ※有料託児サービス有

申込期間 発売中

内　　容

毎年恒例、会場が一体となって新年を迎えるｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝｺﾝ
ｻｰﾄ。 びわ湖ﾎｰﾙで音楽に包まれた華やかな年越しをお楽
しみください。 指揮:沼尻竜典(びわ湖ﾎｰﾙ芸術監督)、司
会:桂米團治、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ:戸田弥生 ほか

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

内　　容

2007年に第13回ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ国際ｺﾝｸｰﾙで優勝し、若手演奏家
として世界で活躍を続ける神尾真由子。 同ｺﾝｸｰﾙ最高位
入賞のﾋﾟｱﾉ、ﾐﾛｽﾗﾌ・ｸﾙﾃｨｼｪﾌと共にｳﾞｧｲｵﾘﾝの名曲をお贈
りします。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.052
びわ湖ホール名曲コンサート 神尾真由子 ヴァ
イオリン・リサイタル

対　　象 6歳以上 ※有料託児サービス有

申込期間 発売中

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.051
びわ湖ホール四大テノール 謹賀新年笑い初め
新春コンサート in 大ホール

対　　象 6歳以上 ※有料託児サービス有

申込期間 発売中

No.054
ﾜｰｸﾞﾅｰ・ｾﾞﾐﾅｰﾙ(上級編／全3回)第1回 《ｼﾞｰｸﾌ
ﾘｰﾄ》の音響世界 音色―響き―ﾄﾞﾗﾏﾄｩﾙｷﾞｰ

対　　象 6歳以上 

申込期間 発売中

内　　容

ロシアの児童文学作家マルシャークの名作の日本語版テ
キストに、林 光が作曲したオペラ『森は生きている』を
作曲者の薫陶を受けた寺嶋陸也による指揮とピアノで上
演。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.053
びわ湖ホール オペラへの招待 林 光作曲 オペ
ラ『森は生きている』

対　　象 6歳以上 ※有料託児サービス有

申込期間 発売中

内　　容

2019年3月の公演に先がけ、ワーグナー研究の第一人者が
3回に分けて、音楽面・テキスト面・思想面から『ジーク
フリート』の深く広大な世界を丁寧に解説します。 第1
回 講師:岡田 安樹浩(国立音楽大学講師/音楽学)

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

内　　容

大
津
市

１.大津市内で開催される講座・教室
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 2月9日(土) 開場13:30 開演14:00

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 小ホール 

費　　用 一般:3,000円 青少年(25歳未満):1,500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月10日(日) 開場14:15 開演15:00

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 

費　　用 S席:4,000円～C席:1,000円 青少年S～B席:1,500円 ｼｱﾀｰﾒｲﾂS～B席:750円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月16日(土) 開場13:30 開演14:00

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 小ホール

費　　用 一般:3,000円 青少年(25歳未満):1,500円 

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月2日(土)、3月3日(日) 両日 開場13:15 開演14:00

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 

費　　用 SS～E席:取扱終了 U30席:3,000円 U24席:2,000円 

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月23日(土) 14:00開演(13:00開場)

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 小ホール

費　　用 一般1,000円、高校生以下500円(当日各500円増)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月24日(日) 開場13:15 開演14:00

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール 

費　　用 大人:2,000円 子ども(4歳～中学生):1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月8日～3月19日 火曜日 ﾖｶﾞ10:00～ ﾋﾟﾗﾃｨｽ11:15～1時間

場　　所 滋賀県立スポーツ会館 3F 

費　　用 各教室8,000円(消費税・保険料含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3期:1月16日～3月20日 水曜日 10:00～11:30 (各期10回)

場　　所 滋賀県立スポーツ会館 2階アリーナ・1階測定室

費　　用 各期(10回) 4,000円(消費税・保険料含む)

分　　野

くらし・健康

滋賀県⽴スポーツ会館

内　　容

ﾊﾞｯﾊの傑作ｶﾝﾀｰﾀとﾍﾝﾃﾞﾙ若き日の力強い代表作等、色褪
せない不滅のﾊﾞﾛｯｸ声楽曲を本山秀毅の指揮でお贈りしま
す。 指揮:本山秀毅(びわ湖ﾎｰﾙ声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ桂冠指揮者)
管弦楽:ｻﾞ・ｶﾚｯｼﾞ・ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ管弦楽団

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.055
びわ湖ホール声楽アンサンブル第68回定期公演
バロック声楽作品の精華

対　　象 6歳以上 ※有料託児サービス有

申込期間 発売中

No.057
左楽への招待10 ﾏﾘｰ・ｱﾝﾄﾜﾈｯﾄが愛でたﾍﾞﾙｻｲﾕの
肖像～中野振一郎が贈る甘美なｸﾗｳﾞｻﾝの世界

対　　象 6歳以上 ※有料託児サービス有

申込期間 発売中

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.058
ﾜｰｸﾞﾅｰ作曲《ﾆｰﾍﾞﾙﾝｸﾞの指環》第2日『ｼﾞｰｸﾌﾘｰ
ﾄ』(ﾄﾞｲﾂ語上演・日本語字幕付) <新制作>

内　　容

ヨーロッパの歌劇場で多くの舞台に立つ指揮者 阪 哲朗
と、大津市出身で2017年のミュンヘン国際音楽コンクー
ル ピアノ部門で第3位に入賞した久末 航を迎えてお贈り
します。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.056
びわ湖ホール名曲コンサート 華麗なるオーケス
トラの世界 vol.1

対　　象 6歳以上 ※有料託児サービス有

申込期間 発売中

内　　容

湖国に生まれた注目の新進アーティスト:中西惠子(ソプ
ラノ)と竹内望未(ピアノ)による演奏会。

申込方法 びわ湖ﾎｰﾙﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(TEL:077-523-7136) 10:00～19:00 火曜休館

問合せ先 公益財団法人 びわ湖芸術文化財団 地域創造部 TEL:077-523-7146

No.059 ザ・ファースト・リサイタル 2019

対　　象 未就学児入場不可

申込期間 1月12日(土) 発売開始

対　　象 6歳以上 ※有料託児サービス有

申込期間 発売中

内　　容

国際的に活躍し、長年にわたり古楽シーンを牽引し続け
ているチェンバロ奏者、中野振一郎の演奏と楽しいトー
クによる公演。びわ湖ホール所有のフォン・ナーゲル社
のチェンバロでお贈りします。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.061 ヨガストレッチ・気軽にピラティス(冬コース)

対　　象 一般男女

申込期間 12月4日(火)～先着順

内　　容

子どもから大人まで楽しみながら学べるオーケストラ入
門シリーズ！ 日本を代表する指揮者 飯守泰次郎と関西
フィルハーモニー管弦楽団がぜひ聴いてもらいたい名曲
をお贈りします。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.060
子どものための管弦楽教室 第15回 オーケスト
ラが彩るオペラの世界

対　　象 4歳以上 ※有料託児サービス有

申込期間 発売中

内　　容

楽しく笑えるレクリエーション、チェアストレッチン
グ、ウォーキングエクササイズ、脳トレ運動、軽量筋ト
レなど。 フリースポーツを楽しんで頂きます。(卓球、
ターゲットバードゴルフ、ショートテニスなど。)

申込方法 電話、窓口 (受付9:00～17:00月曜休館)

問合せ先 滋賀県立スポーツ会館 TEL:077-522-0301

No.062 輝き・シニアスポーツデ―

対　　象 50歳以上の男女

申込期間 3期:12月19日(水)～先着順

内　　容

【ヨガストレッチ】 姿勢、呼吸、瞑想を主としたエクサ
サイズ。【気軽にピラティス】 柔軟体操を主としたエク
ササイズ。講師:吉羽千佳子氏
※2月15日は金曜開催

申込方法 窓口9:00～、電話9:30～受付開始 17:00まで

問合せ先 滋賀県立スポーツ会館 TEL:077-522-0301

内　　容

演出に、オペラ界の重鎮であるミヒャエル・ハンペ、美
術・衣裳デザイナーには画家としても高名なヘニング・
フォン・ギールケを迎え、びわ湖ホールの舞台機構を活
用した「決定版」とも言うべき舞台。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(10:00～19:00火曜休館) 電話、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

大
津
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 毎月第3金曜日 11:00～

子 場　　所 滋賀県立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 ～12月8日土曜日(年間15回)14:00～15:00

子 場　　所 滋賀県立武道館 研修室2・3

費　　用 1回参加1,200円 (保険代含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 後期:10月3日～2月6日 水曜日(15回×2期) <1>17:45～19:00 <2>19:00～20:15

子 場　　所 滋賀県立武道館 大会議室 

費　　用 各期10,800 円 (保険料含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 後期:10月30日～3月12日 火曜日18:30～(小・中)、20:00～(高校以上)

子 場　　所 滋賀県立武道館 剣道場

費　　用 各期6,000円、1回500円(保険料除く)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 後期:11月6日～3月12日 火曜日19:00～20:15

子 場　　所 滋賀県立武道館 

費　　用 各期6,000円、1回500円(保険料除く)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 後期:11月6日～3月12日 火曜日18:30～20:00

子 場　　所 滋賀県立武道館 柔道場

費　　用 各期6,000円、1回500円(保険料除く)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3期12月11日～3月12日 火曜19:30～20:30、木曜19:00～20:00

子 場　　所 滋賀県立武道館 

費　　用 週1回5,000円、週2回10,000円(保険料除く)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3期:12月13日～2月28日 木曜日(各期10回) 14:30～15:30

場　　所 滋賀県立武道館 研修室2・3 

費　　用 各期8,500円 (保険料含む)

分　　野

くらし・健康

滋賀県⽴図書館

滋賀県⽴武道館

No.064 親子英語ＤＥエクササイズ教室

対　　象 幼児と保護者15組(30名)

申込期間 先着順

内　　容

絵本の読み聞かせ ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立図書館 TEL:077-548-9691

No.063 おはなし会

対　　象 お子さまとその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

国体に向けての強化対象事業。ﾗｲﾌﾙ射撃の技術やﾏﾅｰを習
得し、ﾗｲﾌﾙ射撃競技の普及、振興を目指します。基本か
ら応用まで習得し、大会出場を目標に指導。

申込方法 申込用紙に受講料を添え窓口までお申込み。

問合せ先 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.065 ビームライフル射撃教室

対　　象 小学4年生～中3までの初心者

申込期間 後期:8月22日(水)～ (受付時間9:00～17:00月曜休館)

内　　容

「英語」と「エクササイズ」と「親子のふれあい」が一
つになったレッスン。様々な運動用具を使用し、親子で
楽しい音楽やエクササイズを通して、たくさんの英語に
触れていただきます。

申込方法 窓口 (9:00～17:00月曜休館)申込用紙に保険料を添えて窓口まで

問合せ先 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.067 合気道教室

対　　象 小学3年生以上の男女

申込期間 後期:10月2日(火)～

内　　容

初心者から昇級昇段を目指す方まで。各自の技能に応じ
て指導を行います。

申込方法 窓口 (9:00～17:00月曜休館)申込用紙に保険料を添えて窓口まで

問合せ先 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.066 剣道教室

対　　象 小学生以上の男女

申込期間 後期:9月11日(火)～

内　　容

基本を中心に応用技能まで習得させ、子どもから大人ま
で無理なく楽しみながら基本の動きを覚えられるトレー
ニング・補強運動も同時に行います。

申込方法 窓口 (9:00～17:00月曜休館)申込用紙に保険料を添えて窓口まで

問合せ先 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.068 柔道教室

対　　象 小学生以上の男女

申込期間 後期:10月2日(火)～

内　　容

合気道を通して心身ともにたくましく活力ある生活の実
現に寄与する。

申込方法 窓口 (9:00～17:00月曜休館)申込用紙に保険料を添えて窓口まで

問合せ先 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.070 フラダンス教室

対　　象 一般

申込期間 第3回:11月22日(木)～

内　　容

2巡目国体に向けての強化対象事業。ジュニア期からの取
り組みにより、選手強化と機運を高める。基本を中心に
応用技能まで習得させ、昇級・昇段を目標に指導する。

申込方法 窓口 (9:00～17:00月曜休館)申込用紙に保険料を添えて窓口まで

問合せ先 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.069 ジュニア強化剣道教室

対　　象 小学生～中学生

申込期間 3期:11月13日(火)～

内　　容

身体を動かすことでシェイプアップや心身のリフレッ
シュを図り、健康・体力づくりの増進に努めます。 指導
者:織川鏡子 運動のできる服装及び厚めの靴下を準備し
てください。

申込方法 窓口 (9:00～17:00月曜休館)申込用紙に保険料を添えて窓口まで

問合せ先 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

大
津
市

１.大津市内で開催される講座・教室

13



フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 12月3日～3月18日 月曜日 10:30～12:00

場　　所 スカイプラザ浜大津 6階リスニングルーム響

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月3日～3月25日 月曜日 10:30～12:00

場　　所 スカイプラザ浜大津 7階スタジオ1

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月3日～3月25日 月曜日 15:00～16:30

場　　所 スカイプラザ浜大津 6階リスニングルーム響

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月4日～3月19日 火曜日 10:30～12:00

場　　所 スカイプラザ浜大津 6階リスニングルーム響

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月5日～3月20日 水曜日 10:30～12:00

場　　所 スカイプラザ浜大津 6階リスニングルーム響

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月7日、1月11日、2月1日、3月1日 金曜日 10:30～12:00

場　　所 スカイプラザ浜大津 6階 会議室

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月7日、1月11日、2月1日、3月1日 金曜日 18:30～20:00

場　　所 スカイプラザ浜大津 6階 会議室

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月7日～3月15日 金曜日 15:00～16:30

場　　所 スカイプラザ浜大津 7階スタジオ1

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

くらし・健康

スカイプラザ浜大津

内　　容

年齢経験不問！「明るく楽しんでいただく！」をモッ
トーに、基礎から丁寧に指導致します。 リラックスしな
がらも、いつの間にかクムスタイルや簡単なハワイ語が
身に付いたそんな講座を目指します！

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.071 ハワイアンフラ

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

No.073 湖都新舞踊研究会

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

ヨーガ療法は伝統的なヨーガを科学的な研究をもとに、
一般の人や疾患を持つ人でも安全に行えるよう改良して
作られました。 精神的な健康を向上させる方法としても
効果のある健康法です。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.072 ヨーガセラピー

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

最近では様々なジャンルのヨガがされていますが、この
講座では体を動かすハタヨガをしながら各回ごとに呼吸
法、瞑想、アーユルヴェーダ、ヨガ哲学など、いろいろ
な形で学んでいただけます。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.074 動いて学んで深めるヨガ

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

着物を着て踊ります。まずは浴衣から、半巾帯で簡単
に。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.076 今日から始めるアロマライフ(朝)

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

唱歌からポップス、シャンソン、幅広い楽曲を講師がセ
レクトし、それぞれがお好きな歌を1曲ソロで歌えるよう
に指導します。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.075 歌の教室

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

アロマを初めて学ぶ方にも安心のアロマ講座。 植物から
抽出される天然の香りは、リラックスだけでなく生活の
あらゆるところで大活躍してくれます。 香りに触れ、心
と体の状態によって使いこなせるようになります。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.077 今日から始めるアロマライフ(夜)

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

アロマを初めて学ぶ方にも安心のアロマ講座。 植物から
抽出される天然の香りは、リラックスだけでなく生活の
あらゆるところで大活躍してくれます。 香りに触れ、心
と体の状態によって使いこなせるようになります。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

内　　容

年代に関係なく楽しめるフラは、ストレスや運動不足の
解消にもなり、足腰も鍛えられます。 3か月に1曲踊れる
ようになることを目標にレッスンします。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.078 フラ教室 初級

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

大
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 12月7日～3月15日 金曜日 10:30～12:00

場　　所 スカイプラザ浜大津 7階スタジオ1

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月7日～3月15日 金曜日 13:00～14:30

場　　所 スカイプラザ浜大津 7階スタジオ1

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月7日、1月11日、2月1日、3月1日 金曜日 13:00～14:30

場　　所 スカイプラザ浜大津 6階会議室

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月10日、1月14日、2月11日、3月11日 月曜日 13:00～14:30

場　　所 スカイプラザ浜大津 6階会議室

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月12日、1月16日、2月13日、3月13日 水曜日 11:00～12:30

場　　所 スカイプラザ浜大津 6階リスニングルーム響

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月12日～3月20日 水曜日 16:45～18:15

場　　所 スカイプラザ浜大津 6階リスニングルーム響

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月21日、1月18日、2月8日、3月8日 金曜日 10:30～12:00

場　　所 スカイプラザ浜大津 6階会議室

費　　用 残りの回数×1,350円(税込)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月8日(土) 9:30～10:30

子 場　　所 長等創作展示館

費　　用 1,000円

分　　野

芸術・伝統

No.079 フラ教室 中級(朝)

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

年代に関係なく楽しめるフラは、ストレスや運動不足の
解消にもなり、足腰も鍛えられます。 3か月に1曲踊れる
ようになることを目標にレッスンします。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.080 フラ教室 中級(昼)

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

年代に関係なく楽しめるフラは、ストレスや運動不足の
解消にもなり、足腰も鍛えられます。 3か月に1曲踊れる
ようになることを目標にレッスンします。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.082 トールペイント＆ポーセラーツ

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

ハーバリウムとは「植物標本」という意味で、お手入れ
不要で長期保存できます。講座の中でお一人ずつのお好
みに合うハーバリウムの材料選び、入れ方を丁寧にお教
えいたします。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.081 ハーバリウム教室

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

昭和の懐かしい歌謡曲、ポップス、ニューミュージッ
ク、唱歌、シャンソン等、歌集を見て講師とピアノ伴奏
で歌います。

申込方法 電話、FAX、郵送、窓口、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.083 歌広場

対　　象 一般

申込期間 ～3月13日(水)

内　　容

トールペイントは木や布、ガラス、缶、等に絵付けを
し、リメイクしてクラフト制作します。 ポーセラーツ
は、磁器に転写紙を貼り、専用電気釜(800℃～)で焼成し
て食器やプレゼントに使います。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.085 花遊びの会

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

ピアノやギター初心者から上級者まで、メロディにコー
ドを付けたり、コードにメロディーを付けたり、オリジ
ナル曲を作ったり、自由自在にポップス音楽を作曲し楽
しめるようになる講座です。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

No.084 オリジナル曲の作り方(ポップス編)

対　　象 一般

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

発泡スチロールの土台に、カラフルな生地を貼り付け金
色の紐で仕切りをつけます。簡単に出来ますので、お子
様の参加も大歓迎です。

申込方法 電話

問合せ先 長等創作展示館・三橋節子美術館 TEL:077-523-5101

No.086 カラフルな絵手まり作り

対　　象 大津市内在住または、在勤在学の方。

申込期間 11月7日(水)～ 定員になり次第締め切り

内　　容

元気でいよう！友達づくり！健康のために！ 花仲間集ま
れ！！初めての方でも大丈夫！！ ﾌﾟﾘｻﾞ・ﾊｰﾊﾞﾘｳﾑも取り
入れたﾊﾞﾗｴﾃｨ豊かなｶﾘｷｭﾗﾑで幅広い年齢層の方に楽しん
でいただけます。

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

問合せ先 スカイプラザ浜大津 TEL:077-507-5500

⻑等創作展⽰館

大
津
市

１.大津市内で開催される講座・教室
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 12月8日(土) 11:00～12:00

子 場　　所 長等創作展示館

費　　用 1,200円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 スクールにより異なる

子 場　　所 におの浜ふれあいスポーツセンター

費　　用 スクールにより異なる

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月2日(日) <1>10:00～11:00 <2>13:00～14:00 

子 場　　所 びわこ文化公園管理事務所

費　　用 500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月16日(日) 10:00～12:00、13:00～15:00 

子 場　　所 びわこ文化公園管理事務所

費　　用 500円(キャンドル付き)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月17日(日) 13:00～16:00 ※集合時刻12:50

子 場　　所 龍谷大学瀬田キャンパス グラウンド(雨天時はSETA DOME)

費　　用 600円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月12日、3月13日 水曜日 8:30～11:30

場　　所 滋賀県立彦根総合運動場 特設グラウンド・ゴルフコース(本格天然芝) 

費　　用 月例大会1人500円、ｸﾗﾌﾞ対抗戦一組3,000円、ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会1人500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3月8日(金) 13:30～16:00

場　　所 滋賀大学 彦根キャンパス

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

滋賀大学(彦根キャンパス)

内　　容

毎月1回、統計やﾃﾞｰﾀに関する疑問・質問に、滋賀大学
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学部の教員がｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行う「統計相談窓口」
を開設しています。ｱﾝｹｰﾄ調査や調査結果の分析方法等に
ついて知りたい方は、ぜひ御相談ください。

申込方法 ﾒｰﾙ、FAX、郵送等により 申込書(HP参照)を提出してください。

問合せ先 滋賀県県民生活部 統計課 TEL:077-528-3397

No.093 統計相談窓口(彦根)

対　　象

No.088 におの浜ふれあいスポーツセンター スクール

対　　象 大人、子ども

申込期間 ◆大人:ｺｰｽにより異なる(3か月ごとに受付) ◆ｷｯｽﾞ:随時受付

内　　容

簡単に出来ますので、お子様の参加も大歓迎です。お正
月の小さな可愛い飾り物にいかがですか。

申込方法 電話

問合せ先 長等創作展示館・三橋節子美術館 TEL:077-523-5101

No.087 布葉牡丹教室

対　　象 大津市内在住または、在勤在学の方。

申込期間 11月7日(水)～ 定員になり次第締め切り

におの浜ふれあいスポーツセンター

内　　容

”雪が積もったように見えるおしゃれな小瓶” モイスト
ポプリはハーブや花などを塩に漬け込み、熟成されてい
く香りを楽しみます。ローズマリーを使ってすっきりと
した香りに。

申込方法 電話、FAX、ﾒｰﾙ(ｲﾍﾞﾝﾄ名､希望時間､氏名､年齢(学年)､電話を明記)

問合せ先 県営都市公園びわこ文化公園 TEL:077-543-5831

No.089 ローズマリーのモイストポプリ作り

対　　象 小学生～大人

申込期間 定員(各回15名)になり次第締め切り

内　　容

◆大人向け:水泳教室(7・8・12月は開催なし)、卓球、骨
盤リセットヨガなど ◆キッズスクール:スイミング、バ
スケットボール◎詳細は「におの浜ふれあいスポーツセ
ンター」HP参照

申込方法 電話、窓口

問合せ先 におの浜ふれあいスポーツセンター TEL:077-527-3553

びわこ⽂化公園管理事務所

No.091 フラッグフットボール教室

対　　象 小学生(全学年)

申込期間 ～2月2日(土)

内　　容

”自然の恵みで手作り” マツボックリやドングリ、フウ
の実などを自由に飾り付けキャンドルのスタンドを手作
りします。クリスマスの飾りにもぴったりです。

申込方法 当日随時受付

問合せ先 県営都市公園びわこ文化公園 TEL:077-543-5831

No.090 クリスマス キャンドルホルダー作り

対　　象 どなたでも(小学3年生以下は保護者同伴)

申込期間 申込不要

龍⾕大学瀬⽥キャンパス

内　　容

24ホールの合計打数で順位を競います。日本グラウン
ド・ゴルフ協会の競技規則に準じて行います。クラブ対
抗戦は5名の合計打数で順位を競います。
◎詳細は「彦根総合運動場」ＨＰ参照

申込方法 電話、FAX 申込期間内に参加費を納入してください。

問合せ先 滋賀県立彦根総合運動場 TEL:0749-23-4911

No.092 近江ふれあいグラウンド・ゴルフ大会

対　　象 一般男女

申込期間 先着順で受付。事前に問い合わせください。

内　　容

低学年はだ円形のボールを使ったゲームをし、高学年に
はルールや戦略について教えます。 ※持ち物・服装につ
いて申込時に必ずご確認ください。

申込方法 電話、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 龍谷エクステンションセンター ＲＥＣ滋賀 TEL:077-543-7848

滋賀県⽴彦根総合運動場

県内在住者・事業所・団体・自治体等および県内に通勤・通学している人

申込期間 開催2週間前まで

大
津
市
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 12月15日(土) 13:30～15:30

場　　所 聖泉大学 会議室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月22日(土) 10:30～12:00

子 場　　所 聖泉大学 455教室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月22日(土) 13:30～15:00

場　　所 聖泉大学 母性小児実習室または地域在宅精神実習室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2月16日(土) 13:30～15:00

場　　所 聖泉大学 母性小児実習室または地域在宅精神実習室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3月21日(木・祝) 13:00～14:30

子 場　　所 聖泉大学 母性小児実習室または地域在宅精神実習室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2月10日(日)、3月24日(日) 10:00～15:00

場　　所 彦根市荒神山自然の家

費　　用 6,000円(全2回)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3月2日(土) 開場13:30 開講14:00

場　　所 ひこね市文化プラザメッセホール

費　　用 講演会:一般:500円 高齢者・障がい者:100円 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ:300円

分　　野

芸術・伝統

聖泉大学

彦根市荒神山自然の家

ひこね市⽂化プラザ

No.094 深読みする喜び～日本の古典を題材に～

対　　象 能楽に関心のある方、ユング心理学・深層心理学に興味のある方

申込期間 ～12月14日(金)

内　　容

胎児は豊かな感性をそなえています。アーティストやク
リエイター等、芸術家達の感性・観察をとおして描かれ
た絵本の分析をとおして、“胎児のこころの世界”を発
達臨床ならびに感性心理学的視点から紹介します。

申込方法 電話、FAX、郵送、ﾒｰﾙ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 聖泉大学 地域連携交流センター TEL:0749-43-7510

No.095 胎児のこころ・胎児の世界

対　　象 どなたでも受講いただけます。小さなお子様のご同伴も歓迎します。

申込期間 ～12月21日(金)

内　　容

日本の伝統芸能「能楽」のなかの五番目物『車僧』を取
り上げ、みなさんとご一緒に、可能な限り深いところま
でテキストを味わってみたいと思います。

申込方法 電話、FAX、郵送、ﾒｰﾙ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 聖泉大学 地域連携交流センター TEL:0749-43-7510

No.097 孫育て講座

対　　象 これから初めておじいちゃん、おばあちゃんになる人

申込期間 ～2月8日(金)

内　　容

妊娠期の過ごし方・出産の流れについての学びの共有
と、沐浴・妊婦体験ジャケットの着用など体験型の演習
を行います。

申込方法 電話、FAX、郵送、ﾒｰﾙ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 聖泉大学 地域連携交流センター TEL:0749-43-7510

No.096 パパママ講座

対　　象 妊娠中の母、父(又は家族の方)

申込期間 ～12月14日(金)

問合せ先 ひこね市文化プラザチケットセンター TEL:0749-27-5200

No.100
ひこね市民大学講座 芸術学部 老いと演劇～認
知症の人と“いまここ”を共に楽しむ関わり～

対　　象 講演会:小学生以上 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ:中学生以上 演劇・介護経験不問

申込期間 ～3月2日(土)

ベビーマッサージ

対　　象 産後の母と赤ちゃん

申込期間 ～3月13日(水)

内　　容

今どきの子育て事情や、赤ちゃん・息子娘夫婦への関わ
りかたのコツについてお伝えします。また、すぐ実践に
役立つ沐浴演習を行います。

申込方法 電話、FAX、郵送、ﾒｰﾙ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 聖泉大学 地域連携交流センター TEL:0749-43-7510

内　　容

演劇で介護現場を楽しく豊かにする活動を行っている俳
優で介護福祉士の菅原直樹の講演会。(託児有)
同日開催「老いと演劇のワークショップ」有
※演劇・介護経験不問

申込方法 電話、ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ、窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、当日現地

問合せ先 彦根市荒神山自然の家 TEL:0749-28-1871

No.099 チャレンジ荒神山

対　　象 20歳以上の方

申込期間 1月10日(木)～1月25日(金)

申込方法 電話、FAX、郵送、ﾒｰﾙ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 聖泉大学 地域連携交流センター TEL:0749-43-7510

内　　容

大人の方を対象に、荒神山周辺の環境に親しみながら、
趣向を凝らした花器づくりにチャレンジしていただきま
す。また、完成した作品を活用したフラワーアレンジメ
ントも行います。

申込方法 電話、FAX

内　　容

お産の時に感じたことを助産師も交わりグループで話し
合います。また、自宅でも実践できるベビーマッサージ
のやり方について資格を持った助産師がお伝えします。

No.098

彦
根
市
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 毎月、第1土曜日 14:00～14:30

子 場　　所 彦根市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月、第2土曜日 14:00～14:30

子 場　　所 彦根市立図書館 児童コーナー

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月、第3水曜日 11:00～11:20

子 場　　所 彦根市立図書館 児童コーナー

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月、第3土曜日 14:00～14:30

子 場　　所 彦根市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月1日(土) 11:00～11:30、14:00～14:30

場　　所 彦根城博物館 展示室1

費　　用 一般 500円、小中学生250円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2月9日(土) 11:00～11:30、14:00～14:30

場　　所 彦根城博物館 展示室6

費　　用 一般 300円、小中学生150円(館内設備改修工事のため一部休室)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月9日(土) 11:00～11:30、14:00～14:30

場　　所 彦根城博物館 展示室1 

費　　用 一般 500円、小中学生 250円

分　　野

芸術・伝統

彦根市⽴図書館

彦根城博物館

No.102 絵本を楽しむつどい

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせ・手遊びなどを行います。 (主催:ひこ
ね児童図書研究グループ)

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根市立図書館 TEL:0749-22-0649

No.101 楽しいおはなしのつどい

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせ・わらべうた・手遊びなどを行いま
す。 (主催:彦根の図書館を考える会)

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根市立図書館 TEL:0749-22-0649

No.103 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

一つのテーマに沿って、絵本の読み聞かせや手遊びをし
ながら、本の紹介を行います。 (主催:ひこね児童図書研
究グループ)

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根市立図書館 TEL:0749-22-0649

No.105
彦根城博物館 テーマ展 「近代の書聖 日下部鳴
鶴 -新出資料を中心に- 」ギャラリートーク

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

昔話などを「語り」で行います。 (主催:彦根おはなしを
語る会)

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根市立図書館 TEL:0749-22-0649

No.104 むかしばなしを聞くつどい

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

特別公開「雛と雛道具」について当館学芸員が解説しま
す。

申込方法 申込不要

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.106
彦根城博物館 特別公開 「雛と雛道具」 ギャラ
リートーク

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

テーマ展 「近代の書聖 日下部鳴鶴 -新出資料を中心に-
」について学芸員が解説します。

申込方法 申込不要

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

内　　容

テーマ展「武家の備え -井伊家伝来の弓具- 」について
当館学芸員が解説します。

申込方法 申込不要

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.107
彦根城博物館 テーマ展 「武家の備え -井伊家
伝来の弓具- 」ギャラリートーク

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

彦
根
市

２.彦根市内で開催される講座・教室
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 ※詳細はHPをご覧ください

子 場　　所 ミシガン州立大学連合日本センター

費　　用 クラスによる

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月15日(土) 14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 みずほ文化センター

費　　用 一般3,500円、高校生以下2,500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 通年開講月3回(土or日)

子 場　　所 浅井文化ホール

費　　用 一般（月2,000円+1回1,500円）/ｼﾞｭﾆｱ（月1,000円+1回1,500円）

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 通年 予約制フリータイム

場　　所 五先賢の館

費　　用 1回 1,500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 通年14:00～16:00 予約制フリータイム

場　　所 五先賢の館

費　　用 1回 1,500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎週金曜日 9:00～午前中

場　　所 五先賢の館

費　　用 1回 500円

分　　野

くらし・健康

ミシガン州⽴大学連合日本センター

みずほ⽂化センター

浅井⽂化ホール

五先賢の館

No.108 2018年度こども英語教室

対　　象 1歳半～小学生

申込期間 随時募集 ※無料体験レッスンが必須です。

内　　容

ニューオリンズスタイルのブラスバンド・BBBBとパワフ
ルな歌声とトークも楽しいジャズボーカリスト・綾戸智
恵が共演！

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(みずほ文化センター)

問合せ先 みずほ文化センター TEL:0749-43-8111

No.109 BLACK BOTTOM BRASS BAND feat.綾戸智恵

対　　象 未就学児入場不可 ※託児サービス(有料)あり 

申込期間 発売中 ※託児の申込み～12/3まで

内　　容

「聞く・読む・書く・話す」といった総合的な永劫の能
力を伸ばす為、音楽やゲームを取り入れての学習など、
幅広く英語を学んでいきます。 ◎詳細は「ミシガン州立
大学連合日本センター」HP参照

申込方法 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 ミシガン州立大学連合日本センター TEL:0749-26-3400

No.111 お茶教室

対　　象 一般

申込期間 事前予約制

内　　容

プロの和太鼓集団「倭 YAMATO」による直接指導。浅井文
化ホールでの公演出演(9月9日)を目指します。※詳細は
お問い合わせください。

申込方法 電話

問合せ先 浅井文化ホール TEL:0749-74-4000

No.110 太鼓教室～倭太鼓道場ながはま山美湖太鼓～

対　　象 随時受付中

申込期間 中学生～大人(一般) 、年長児～小学生(ジュニア)

内　　容

遠州流茶道を楽しく、お気軽に学びましょう。 習熟度に
応じて学べますので、いつからでも始められます。

申込方法 電話、FAX、窓口、ﾒｰﾙ

問合せ先 五先賢の館 TEL:0749-74-0560

No.112 遠州流茶道教室

対　　象 一般

申込期間 随時

内　　容

伝統文化の茶道・遠州流を気楽に楽しみましょう 。

申込方法 電話、FAX、ﾒｰﾙ

問合せ先 五先賢の館 TEL:0749-74-0560

内　　容

吹き矢に禅の精神を取り入れた教室です。 指導は大吉寺
住職 吉瀬和尚です

申込方法 電話、FAX、ﾒｰﾙ

問合せ先 五先賢の館 TEL:0749-74-0560

No.113 立禅吹き矢教室

対　　象 一般

申込期間 予約フリータイム制

彦
根
市

２.彦根市内／３.長浜市内で開催される講座・教室
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 毎月第1土曜日 4月～10月10:00～12:30/11月～3月10:00～14:30

子 場　　所 湖北野鳥センターで受付 

費　　用 入館料:大人200円、小人100円、幼児無料、長浜市内の小中学生は無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎月第3日曜 9:30～12:00(一部月除く)

子 場　　所 湖北野鳥センターで受付 

費　　用 入館料:大人200円、小人100円、幼児無料、長浜市内の小中学生は無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 1月10日～3月14日 木曜日 10:00～11:00(各期10回)

子 場　　所 琵琶湖水鳥・湿地センター1階 レクチャールーム 

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 コースにより異なる

子 場　　所 セミナー＆カルチャーセンター臨湖

費　　用 コースにより異なる

分　　野

その他

期 日 等 (水曜ｺｰｽ)13:30～15:50、(土曜ｺｰｽ)10:10～11:30

場　　所 セミナー&カルチャーセンター 臨湖 多目的ホール

費　　用 3か月5,550円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月16日(日) 14:30～

子 場　　所 長浜市立長浜図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月23日(日・祝) 11:00～

子 場　　所 長浜市立長浜図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

湖北野⿃センター/琵琶湖⽔⿃・湿地センター

セミナー＆カルチャーセンター臨湖

⻑浜市⽴⻑浜図書館

No.114 探鳥会

対　　象 小学3年生以下は保護者同伴でお願いします。

申込期間 随時

内　　容

季節の自然をその時々に楽しむ観察会です。各月の詳し
いテーマや内容は、センターへ問い合わせください。

申込方法 当日会場

問合せ先 湖北野鳥センターTEL:0749-79-1289

No.115 湖北野鳥センター 定例観察会

対　　象 小学3年生以下は保護者同伴でお願いします。

申込期間 申込不要

内　　容

一年を通じて周辺の野鳥を歩いて観察します。双眼鏡も
貸出していますので、初心者の方にもオススメです。持
ち物:帽子、雨具、観察用具(双眼鏡など)歩きやすい服
装・靴、11月～3月は昼食持参

申込方法 ※団体での参加は事前に連絡ください。

問合せ先 湖北野鳥センターTEL:0749-79-1289

No.117
セミナー＆カルチャーセンター臨湖
平成30年度カルチャー教室

対　　象 どなたでも

申込期間 コースにより異なる

内　　容

その季節に沿ったテーマで楽しいおはなしや簡単な工作
をします。参加されると湖北野鳥センターに無料入館で
きます。

申込方法 当日会場

問合せ先 湖北野鳥センターTEL:0749-79-1289

No.116 とりのおはなしのかい

対　　象 どなたでも(小学3年生以下は保護者同伴でお願いします。)

申込期間 申込不要

内　　容

呼吸を整え、自分のからだに向き合いリフレッシュ。 心
も体もキレイを目指しましょう。

申込方法 電話、FAX、郵送、窓口

問合せ先 セミナー&カルチャーセンター「臨湖」 TEL:0749-65-2120

No.118 ビューティーヨガ教室

対　　象 女性

申込期間 ～3月31日(日) 

内　　容

各ヨガ教室、太極舞、ピラティス、ジュニアダンス、レ
ジン樹脂、かぎ針編みなど多数。
◎「セミナー＆カルチャーセンター臨湖」HP参照

申込方法 定員の空きをお電話にてご確認ください

問合せ先 セミナー&カルチャーセンター「臨湖」 TEL:0749-65-2120

No.120 12の月さんのおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

クリスマスにちなんだ素話・絵本の読み聞かせ・紙芝居
など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立長浜図書館 TEL:0749-63-2122

No.119 クリスマスおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループによる絵本の読み聞かせ・紙芝居
など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立長浜図書館 TEL:0749-63-2122

長
浜
市

３.長浜市内で開催される講座・教室
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 毎月10日(1月は9日)に開催 14:00～

場　　所 長浜市立長浜図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第1水曜日 10:30～ ※1月はありません

子 場　　所 長浜市立長浜図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1土曜日 11:00～

子 場　　所 長浜市立長浜図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3日曜日(12月除く)14:30～

子 場　　所 長浜市立長浜図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3水曜日 10:30～、14:30～

子 場　　所 長浜市立長浜図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第2金曜日 10:30～

子 場　　所 長浜市立浅井図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日(12月除く) 10:30～

子 場　　所 長浜市立浅井図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月15日(土) 10:30～

子 場　　所 長浜市立浅井図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

⻑浜市⽴浅井図書館

内　　容

国内外の名作映画を上映

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立長浜図書館 TEL:0749-63-2122

No.121 名画サロン

対　　象 中学生以上 

申込期間 申込不要

No.123 すずめさんのおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループによるわらべうたあそびや手遊び

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立長浜図書館 TEL:0749-63-2122

No.122 わらべうたであそぼう

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

素話・絵本の読み聞かせ・紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立長浜図書館 TEL:0749-63-2122

No.124 おはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループによる絵本の読み聞かせ・紙芝居
など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立長浜図書館 TEL:0749-63-2122

No.126 はぐはぐおはなし会

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせや手遊び・紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立長浜図書館 TEL:0749-63-2122

No.125 はぐはぐおはなし会

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループによる絵本の読み聞かせ・紙芝居
など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立浅井図書館 TEL:0749-74-3311

No.127 おもちゃ箱さんのおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせや手遊び・紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立浅井図書館 TEL:0749-74-3311

内　　容

ボランティアグループによるクリスマスにちなんだ絵本
の読み聞かせ・紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立浅井図書館 TEL:0749-74-331

No.128 おもちゃ箱さんのクリスマスおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

長
浜
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 2月11日(月・祝) 10:30～

子 場　　所 長浜市立浅井図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3月曜日 10:30～

子 場　　所 長浜市立びわ図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日 (12月除く) 11:00～

子 場　　所 長浜市立びわ図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4日曜日 10:30～

子 場　　所 長浜市立びわ図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月15日(土) 11:00～

子 場　　所 長浜市立びわ図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 3月3日(日) 11:00～

子 場　　所 長浜市立びわ図書館 

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第2火曜日 10:30～

子 場　　所 長浜市立虎姫図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第3日曜日(12月除く)10:30～

子 場　　所 長浜市立虎姫図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

⻑浜市⽴びわ図書館

⻑浜市⽴⻁姫図書館

No.129 冬のおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせや手遊び・紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立びわ図書館 TEL:0749-72-4305

No.130 はぐはぐおはなし会

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

内　　容

季節にちなんだ絵本の読み聞かせやおはなしなど

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立浅井図書館 TEL:0749-74-331

No.132 ひまわりさんのおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループによる絵本の読み聞かせ・紙芝居
など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立びわ図書館 TEL:0749-72-4305

No.131 やぎゆげよさんのおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

No.134 桃の節句のおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

問合せ先 長浜市立びわ図書館 TEL:0749-72-4305

No.133 クリスマスおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループによる絵本の読み聞かせ・紙芝居
など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立びわ図書館 TEL:0749-72-4305

内　　容

絵本の読み聞かせや手遊び・紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立虎姫図書館 TEL:0749-73-2335

No.135 はぐはぐおはなし会

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

内　　容

季節にちなんだ絵本の読み聞かせ・紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立びわ図書館 TEL:0749-72-4305

内　　容

ボランティアグループによる絵本の読み聞かせ・紙芝居
など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立虎姫図書館 TEL:0749-73-2335

No.136 すっとんとんさんのおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

クリスマスにちなんだ絵本の読み聞かせ・紙芝居など

申込方法 当日会場

３.長浜市内で開催される講座・教室

長
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 12月16日(日) 10:30～

子 場　　所 長浜市立虎姫図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第2土曜日 10:30～

子 場　　所 長浜市立湖北図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3木曜日 10:30～ ※3月のみ第2木曜

子 場　　所 長浜市立湖北図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第2日曜日 10:30～

子 場　　所 長浜市立高月図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4土曜日 10:30～

子 場　　所 長浜市立高月図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 1月26日(土) 14:00～

場　　所 長浜市立高月図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月15日(土)14:00～16:00

場　　所 長浜バイオ大学

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

⻑浜市⽴湖北図書館

No.137 すっとんとんさんのクリスマスおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせや紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立湖北図書館 TEL:0749-78-1687

No.138 おはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループによるクリスマスにちなんだ絵本
の読み聞かせ・紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立虎姫図書館 TEL:0749-73-2335

No.140 おはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせや手遊び・紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立湖北図書館 TEL:0749-78-1687

No.139 はぐはぐおはなし会

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

⻑浜市⽴⾼⽉図書館

内　　容

絵本の読み聞かせや手遊び・紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立高月図書館 TEL:0749-85-4600

No.141 はぐはぐおはなし会

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせや紙芝居など

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立高月図書館 TEL:0749-85-4600

No.143
長浜市民公開土曜講座「琵琶湖はどのようにし
て綺麗になったのか」

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

国内外の名作映画を上映
「西部の男」(1940年アメリカ・102分)予定

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜市立高月図書館 TEL:0749-85-4600

No.142 名画サロン

対　　象 中学生以上

申込期間 申込不要

⻑浜バイオ大学

内　　容

講師:久保 幹(立命館大学生命科学部 教授)

申込方法 当日会場

問合せ先 長浜バイオ大学 地域連携推進室 TEL:0749-64-8133

３.長浜市内で開催される講座・教室

長
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 毎月第2日曜10:00～、第2火曜・第4日曜14:00～、第4木曜19:00～(2時間)

場　　所 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム)

費　　用 中学生:240円 高校生:380円 一般:540円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月3日、1月7日、2月4日、3月4日 10:00～12:00

場　　所 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム)

費　　用 540円(保険料を含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月6日、20日、1月10日、17日、2月7日、14日 木曜日

場　　所 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム)屋内グラウンド

費　　用 1大会500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月10日～3月14日 木曜日 10:00～11:00(各期10回)

場　　所 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム)練習室

費　　用 受講料8,000円(保険料込) 託児料1人4,000円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2月28日(木) 8:00～12:00

場　　所 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム)

費　　用 500円(保険料を含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3月14日(木) 9:00～16:00

場　　所 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム)屋内グラウンド

費　　用 700円(保険料を含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 ～12月2日(日)9:00～17:00(入館16:30)※月曜休館

子 場　　所 安土城考古博物館 企画展示室

費　　用 大人890円、高大生630円、小中生410円、県内高齢者450円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 ～12月9日(日)9:00～17:00(入館16:30)※月曜休館

子 場　　所 安土城考古博物館 望楼下

費　　用 大人450円、高大生300円、小中生、県内高齢者、障害のある方無料

分　　野

文学・歴史

内　　容

トレーニング室使用希望者を対象に、事前にトレーニン
グ機器等の使用 法やトレーニング理論の指導を行うこと
により、安全かつ効果的な使用を していただくことを目
的とし実施します。

申込方法 電話、受付

問合せ先 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム) TEL:0749-64-0808

No.144 トレーニング講習会

対　　象 中学生以上のトレーニング室利用希望者 

申込期間 随時

⻑浜バイオ大学ドーム(滋賀県⽴⻑浜ドーム)

No.146 ドームグラウンド・ゴルフ大会

対　　象 一般男女

申込期間 各大会1週間前まで

内　　容

運動する機会がなく運動不足になりがちな65歳以上の方
を対象に「今から介護にならない体づくりをしよう」を
目的としたトレーニング講習を実施します。月に1回開
催。

申込方法 電話、受付

問合せ先 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム) TEL:0749-64-0808

No.145 コロバンフィットネス

対　　象 65才以上の方

申込期間 各回の申込開始日～定員に達し次第締めきり。

内　　容

託児所を設けることにより、運動を行う機会がとれない
子育て期の女性に対し、運動ができる機会を提供しま
す。内容:ピラティス、ヨガ、ポル・ド・ブラ 指導者:鈴
木 敦子講師

申込方法 電話、窓口

問合せ先 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム) TEL:0749-64-0808

No.147 第3期 子育てママのピラティス＆ヨガ教室

対　　象 女性(子育て期)

申込期間 12月13日(木)～1月5日(土)

内　　容

年齢を問わず気軽に楽しめるグラウンド・ゴルフ大会。
(年間18回) スタート時間9:00、11:00、13:00、15:00

申込方法 電話、FAX、窓口

問合せ先 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム) TEL:0749-64-0808

No.151 特別陳列「近江八幡市内遺跡発掘調査成果展」

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

問合せ先 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム) TEL:0749-64-0808

No.149
第14回 長浜バイオ大学ドーム館長杯グラウン
ド・ゴルフ大会

対　　象 一般男女

申込期間 2月5日(火)～3月7日(木)

年間18回実施するドームグラウンド・ゴルフ大会の総合
成績の結果による年1回の大会。

申込方法 電話、FAX、窓口

問合せ先 長浜バイオ大学ドーム(滋賀県立長浜ドーム) TEL:0749-64-0808

申込期間 2月15日(金)～2月21日(木)

電話、FAX、窓口

内　　容

安土城考古博物館

内　　容

近江八幡市教育委員会による近年の発掘成果を中心に、
近江風土記の丘周辺の遺跡を紹介。

申込方法 窓口

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

対　　象 長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾄﾞｰﾑｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ大会年間順位144位以内の方

内　　容

滋賀県では、原始・古代の人物を表現した各種の考古資
料が出土しています。これらを近畿や東海地方の出土資
料と比較し、各時代の人物表現の違いや連続性について
焦点をあてる展覧会です。

申込方法 窓口

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.150
平成30年度秋季特別展「キミそっくりな古代人
がいたよ―原始・古代の人物表現―」

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

内　　容

年間通じて実施してきた大会とは別に、グラウンドゴル
フの競技性を高めた大会として開催し、競技の普及を図
ります。

申込方法

No.148
第2回 ドームグラウンド・ゴルフ マスターズ大
会

３．長浜市内／４.近江八幡市内で開催される講座・教室

長
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 <1>11月17日(土)、<2>12月2日(日)13:30～15:00(受付13:00～)

場　　所 安土城考古博物館 セミナールーム

費　　用 参加費200円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 <1>12/1 <2>12/8 <3>12/15 <4>1/12 <5>1/19 <6>1/26 13:30～15:00

場　　所 安土城考古博物館 セミナールーム

費　　用 参加費200円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 <1>2/16 <2>2/23 <3>3/2 <4>3/23 <5>3/30 13:30～15:00

場　　所 安土城考古博物館 セミナールーム

費　　用 参加費200円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月11日(火)～1月27日(日)9:00～17:00(入館16:30)※月曜・年末年始休館

子 場　　所 安土城考古博物館 第2常設展示室内

費　　用 大人450円、高大生300円、小中生・県内高齢者(65歳以上)・障害のある方は無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月16日(日)13:30～15:00(受付13:00～)

子 場　　所 安土城考古博物館 エントランスホール

費　　用 参加費300円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月8日(金)～4月7日(日)9:00～17:00(入館16:30)※月曜休館

子 場　　所 安土城考古博物館 企画展示室

費　　用 大人500円、高大生300円、小中生・県内高齢者(65歳以上)・障害のある方は無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2月11日(月・祝)13:30～15:00(受付13:00～)

場　　所 安土城考古博物館 セミナールーム

費　　用 参加費200円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 3月5日(火)～4月7日(日)9:00～17:00(入館16:30)※月曜休館

子 場　　所 安土城考古博物館 望楼下

費　　用 大人500円、高大生300円、小中生・県内高齢者(65歳以上)・障害のある方は無料

分　　野

文学・歴史

内　　容

平成30年度秋季特別展「キミそっくりな古代人がいたよ
―原始・古代の人物表現―」に関連して講座を開催しま
す。■第1回「人物埴輪のイレズミと岩橋千塚」 ■第2回
「古墳時代以降の人物表現」

申込方法 当日受付

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.152
秋季特別展「キミそっくりな古代人がいたよ―
原始・古代の人物表現―」博物館講座

対　　象 一般

申込期間 当日先着順

No.154
連続講座Ⅱ「考古学史に輝く近江の遺跡」(全5
回)

対　　象 一般

申込期間 当日先着順

内　　容

近江国の守護を長く務めた近江源氏佐々木一族の中心と
なった京極氏・六角氏にスポットを当てる連続講座で
す。第一線の研究者を講師に迎え、戦国時代の近江につ
いて紹介します。

申込方法 当日受付

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.153
連続講座Ⅰ「近江源氏 六角氏・京極氏とその家
臣」

対　　象 一般

申込期間 当日先着順

内　　容

迎春企画として、干支にちなんだ県内の美術工芸品を紹
介します。《ギャラリートーク》1月20日(日)ご案内:山
下立(当館学芸員)13:30～、参加費無料(入館料必要)、申
込不要

申込方法 窓口

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.155
特別陳列「干支をめぐる文化財―戌から亥へ
―」

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

内　　容

第59回企画展「近江の考古学黎明期－近江風土記の丘50
周年キックオフ企画―」に関連して連続講座を開催しま
す。

申込方法 当日受付

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.157
第59回企画展「近江の考古学黎明期－近江風土
記の丘50周年キックオフ企画―

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

内　　容

お正月飾りを作るワークショップを開催します。今回
は、来年の干支である「亥」の置物を作ります。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.156 体験博物館「お正月飾りを作ろう」

対　　象 どなたでも

申込期間 11月16日(金)～(受付時間8:30～17:00) ※定員10名

内　　容

第59回企画展「近江の考古学黎明期－近江風土記の丘50
周年キックオフ企画―」に関連して講座を開催します。
■「近江の考古学黎明期」講師:田井中洋介(当館学芸課
長)

申込方法 当日受付

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.158
第59回企画展「近江の考古学黎明期－近江風土
記の丘50周年ｷｯｸｵﾌ企画―」関連博物館講座

対　　象 一般

申込期間 当日先着順

内　　容

近江の考古学黎明期とも言える時期に地元の郷土史家た
ちが採集した遺物や、高度経済成長の頃の発掘調査によ
る出土資料などを展示することにより、滋賀県における
考古学と埋蔵文化財行政の歩みをたどります。

申込方法 窓口

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

内　　容

マザーレイク滋賀応援寄附金を活用して黒田長山古墳群
出土の短甲を修復した成果を公開します。《ギャラリー
トーク》3月10日(日)ご案内:藤﨑髙志(当館学芸員)13:30
～/15:00～ 参加費無料(入館料必要)、申込不要

申込方法 窓口

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.159
特別陳列「黒田長山古墳群出土短甲修復成果公
開」

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

４.近江八幡市内で開催される講座・教室
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 3月9日(土)13:30～15:00(受付13:00～)

場　　所 安土城考古博物館 セミナールーム

費　　用 参加費無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 3月17日(日)13:30～(受付13:00～)

子 場　　所 安土城考古博物館

費　　用 参加費600円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月22日、2月9日 土曜日 <1>10:00～ <2>10:50～

子 場　　所 安土城天主信長の館

費　　用 一般600円 学生350円 小中学生170円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月6日、2月7日、3月7日 木曜日 0～1歳10:00～10:45/2～3歳11:00～11:45

子 場　　所 あづちマリエート

費　　用 親子一組1回500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月6日(日) 開場13:30 開演14:00

子 場　　所 近江八幡市文化会館 大ホール

費　　用 S席 3,000円 A席 2,500円 全席指定席

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月21日(日) 13:30～

子 場　　所 近江八幡市文化会館 大ホール

費　　用 一般500円 小学生以下無料 制服着用の中学・高校生無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第2土曜日 0～2歳10:00～/3～5歳10:35～/小学生以上11:10～

子 場　　所 近江八幡市立近江八幡図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

安土城天主信⻑の館

あづちマリエート

近江八幡市⽂化会館

近江八幡市⽴近江八幡図書館

No.160 修復成果公開記念講演会

対　　象 一般

申込期間 当日先着順

内　　容

滋賀県は甲賀忍者のふるさと。彼らが活躍した戦国時代
の資料のある博物館で、子どもたちに忍者の衣装や道具
に触れてもらい、地元の歴史や文化財への関心を高めま
す。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.161 体験博物館「忍者になってみよう」

対　　象 小中学生(小学校低学年は保護者同伴)

申込期間 2月17日(日)～(受付時間8:30～17:00) ※定員20名

内　　容

特別陳列「黒田長山古墳群出土短甲修復成果公開」を記
念して講演会を開催。《講演》「古墳時代の甲冑」(仮)
講師:細川修平氏(彦根市彦根城世界遺産登録推進課)《修
復内容報告》報告者:藤﨑髙志(当館学芸員)

申込方法 当日受付

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.163 リズムに合わせて リトミック

対　　象 0～3歳児の親子

申込期間 開催日の前日15時まで

内　　容

バーチャルリアリティで安土城構築当時の城下町や安土
城内部の様子や魅力を紹介します。

申込方法 電話

問合せ先 安土城天主信長の館 0748-46-6512

No.162 VR安土城再発見講座

対　　象 どなたでも

申込期間 定員(40名)に達するまで

No.165 7色の音楽会

対　　象 どなたでも

申込期間 2月初旬発売開始

問合せ先 近江八幡市文化会館 TEL:0748-33-8111

No.164 新春恒例 上方落語「桂米朝一門会」

対　　象 就学前のお子様の入場はご遠慮ください

申込期間 ～1月5日(土)

内　　容

先生の演奏するピアノの音やリズムを感じて動いたり、
パネルシアターを楽しんだりする教室です。

申込方法 窓口、FAX ※電話予約可

問合せ先 あづちマリエート TEL:0748-46-2645

内　　容

開館以来続いている恒例の落語会です。 新年の幕開け
は、ぜひ米朝一門の皆さまによる落語会で！

申込方法 電話、窓口

内　　容

近江八幡おはなし研究会のおはなし会 絵本やストーリー
テリング、わらべうたを楽しみませんか。

申込方法 当日会場

問合せ先 近江八幡市立近江八幡図書館 TEL:0748-32-4090

No.166 おはなし会

対　　象 0～2歳、3～5歳、小学生以上

申込期間 申込不要

内　　容

近江八幡市内の中学・高等学校吹奏楽部の合同演奏会で
す。

申込方法 窓口

問合せ先 近江八幡市文化会館 TEL:0748-33-8111

４.近江八幡市内で開催される講座・教室
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期 日 等 毎月第3水曜日 10:30～

子 場　　所 近江八幡市立近江八幡図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1金曜日 10:30～ ※休館日の場合、第2金曜日

子 場　　所 近江八幡市立安土図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日 3～5歳児10:00～/小学生以上11:00～

子 場　　所 近江八幡市立安土図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 平成31年3月末まで随時

場　　所 滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”

費　　用 無料 / 無料託児も利用できます(7日前までに要予約)

分　　野

技術・産業

期 日 等 毎月第2火曜日、第4日曜日 9:30～、10:30～、11:30～

場　　所 滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”

費　　用 無料 / 無料託児も利用できます(7日前までに要予約)

分　　野

技術・産業

期 日 等 12月2日(日) 10:00～15:00

子 場　　所 滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”、滋賀県婦人会館

費　　用 無料

分　　野

その他

期 日 等 1月25日(金) 13:30～16:10(受付13:00～)

場　　所 滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが” 大ホール

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 1月26日(土) 13:30～16:00

場　　所 滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”

費　　用 不要

分　　野

政治・社会

近江八幡市⽴安土図書館

滋賀県⽴男⼥共同参画センター“G-NETしが”

No.168 絵本の時間

対　　象 0～2歳

申込期間 申込不要

内　　容

子どもといっしょに、絵本やわらべうた、手遊びを楽し
みませんか。

申込方法 当日会場

問合せ先 近江八幡市立近江八幡図書館 TEL:0748-32-4090

No.167 おはなしメリーゴーランド

対　　象 0～2歳児とその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

「安土おはなし童話クラブ」による絵本の読み聞かせな
ど。 おはなしや絵本をいっしょに楽しみませんか。 小
学生以上には、ストリーテリングなども。

申込方法 当日会場

問合せ先 近江八幡市立安土図書館 TEL:0748-46-6479

No.169 おはなし会

対　　象 子どもとその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

子どもといっしょに、絵本やわらべうた、手遊びを楽し
みませんか。

申込方法 当日会場

問合せ先 近江八幡市立安土図書館 TEL:0748-46-6479

No.171 平成30年度 女性のビズ・チャレンジ相談

対　　象 県内在住、在勤の女性

申込期間 随時(必ず予約が必要です)

内　　容

ショップ企画や仕入れ、接客、商品販売等の実践ができ
る場を提供。また年に5回は専門家によるアドバイスを受
けることが可能。センター内の厨房も使用可。起業希望
者はご利用ください。

申込方法 電話、FAX、窓口、ﾒｰﾙ

問合せ先 滋賀県立男女共同参画センター“Ｇ－ＮＥＴしが” TEL:0748-37-3751

No.170
平成30年度 女性のチャレンジ支援
「チャレンジショップ体験」

対　　象 県内在住、在勤の女性 

申込期間 随時(申請書の提出が必要です)

内　　容

男女共同参画に関する活動の発表や交流を通して、広く
県民に「男女の自立と共同参画」をアピールするイベン
トです。 内容:講座、発表、体験、展示、映画上映、座
談会、バザー、マルシェ、ワークショップなど

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立男女共同参画センター“Ｇ－ＮＥＴしが” TEL:0748-37-3751

No.172 G-NETしがフェスタ2018

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

起業を考えていたり起業された女性に、活動段階に応じ
た必要な情報を提供し、具体的行動に移すためのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
などを行う滋賀県よろず支援拠点ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ による個別相
談。 詳しくはHP参照

申込方法 電話、FAX、郵送、窓口、ﾒｰﾙ

問合せ先 滋賀県立男女共同参画センター“Ｇ－ＮＥＴしが” TEL:0748-37-3751

No.174 平成30年度「さんかく塾」公開講演会

対　　象 一般

申込期間 ～1月26日(土) ※託児1月16日まで。手話通訳1月11日まで。

内　　容

「学び」を生かした地域づくりに関わる関係者の学びを
深める場として開催します。 ■講演:「人生100年時代と
地域づくり」 講師:和歌山大学 地域総合活性化センター
教授 村田 和子 氏 ■事例発表 (湖南市、東近江市)

申込方法 FAX・ﾒｰﾙ (申込書に氏名・電話・所属を明記)、しがﾈｯﾄ受付ｻｰﾋﾞｽ

問合せ先 滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 TEL:077-528-4652

No.173
平成30年度 生涯学習・地域づくり実践フォーラ
ム

対　　象 一般

申込期間 ～1月23日(水) ※当日参加も可能です。

内　　容

『おばちゃん目線で考えるニッポンの未来 ～なぜ男女共
同参画は進まないの？～』 講師:谷口 真由美さん(大阪
国際大学准教授、大阪大学非常勤講師、全日本おばちゃ
ん党代表代行)

申込方法 FAX、郵送、窓口、ﾒｰﾙ、申込書あり

問合せ先 滋賀県立男女共同参画センター“Ｇ－ＮＥＴしが” TEL:0748-37-3751

４.近江八幡市内で開催される講座・教室
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期 日 等 2月20日、27日、3月6日 水曜日 10:00～12:00

場　　所 滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”

費　　用 無料 / 無料託児も利用できます(7日前までに要予約)

分　　野

技術・産業

期 日 等 12月13日(木) 10:00～11:45

場　　所 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 1月17日(木) 10:00～11:45

場　　所 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 2月14日(木) 10:00～11:45

場　　所 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 3月7日(木) 10:00～11:45

場　　所 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 12月20日(木) 開場13:30 開演14:00

子 場　　所 文芸セミナリヨ

費　　用 500円(全席自由)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月22日(土) 開場13:30 開演14:00

子 場　　所 文芸セミナリヨ 

費　　用 一般:2,800円 ペア:5,000円 高校生以下:1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月17日(日) 開場13:30 開演14:00

子 場　　所 文芸セミナリヨ

費　　用 500円(全席自由)

分　　野

芸術・伝統

滋賀マザーズジョブステーション・近江八幡

⽂芸セミナリヨ

内　　容

女性のﾁｬﾚﾝｼﾞの本格展開や拡大に向けて重要となる視点
や知識を学びます。講師は、FPとして起業ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ等のｱ
ﾄﾞﾊﾞｲｽﾞを各地でされているan fun代表、西山彰子さんで
す。

申込方法 電話、FAX、郵送、窓口、ﾒｰﾙ

問合せ先 滋賀県立男女共同参画センター“Ｇ－ＮＥＴしが” TEL:0748-37-3751

No.175
平成30年度 女性のチャレンジ支援「ステップ
アップ講座」

対　　象 起業をめざす女性、起業に不安のある女性で、全3回に参加できる方 

申込期間 ～2月14日(木)

No.179 第15回 日常生活から生み出すキャリア

対　　象 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡に登録されておられる方

No.177
第13回 折れない心の作り方～求職活動中のくじ
けそうな場面で持ちこたえる方法～

対　　象 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡に登録されておられる方

申込期間 12月7日(金)～1月10日(木)

内　　容

マザーズ就労支援相談コーナー主催滋賀マザーズジョブ
ステーションセミナー。無料託児あり。お子様が体調不
良の場合はお預かりできかねますのでご了承ください。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡 TEL:0748-36-1831

No.176 第12回 伝わる履歴書 伝える面接

対　　象 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡に利用登録している方

申込期間 11月16日(金)～12月6日(木)

内　　容

マザーズ就労支援相談コーナー主催滋賀マザーズジョブ
ステーションセミナー。無料託児あり。お子様が体調不
良の場合はお預かりできかねますのでご了承ください。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡 TEL:0748-36-1831

No.178
第14回 時間の使い方を整理しよう！ハッピー時
間管理術

対　　象 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡に登録されておられる方

申込期間 1月11日(金)～2月7日(木)

内　　容

マザーズ就労支援相談コーナー主催滋賀マザーズジョブ
ステーションセミナー。無料託児あり。お子様が体調不
良の場合はお預かりできかねますのでご了承ください。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡 TEL:0748-36-1831

No.182 第23回ミュージックフェスティバル

対　　象 どなたでも

申込期間 発売中

問合せ先 安土文芸の郷-文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.181
クリスマスコンサート2018 オルガンと歌で贈る
クリスマス

対　　象 どなたでも

申込期間 発売中

内　　容

セミナリヨが贈るオルガンと歌の聖なる調べ。 りゅーと
ぴあ新潟市民芸術文化会館専属オルガニスト山本真希が
奏でる荘厳なオルガンの音色とソプラノ古瀬まきの天上
の歌声を名曲に乗せてお届けします。

申込方法 窓口、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ(文芸セミナリヨHP)

内　　容

コンサートの最後には「みんなで歌おう♪」のコーナー
があります。出演:中路友恵(マリンバ) 河本清子(ピア
ノ) 改發麻衣(打楽器)

申込方法 窓口

問合せ先 安土文芸の郷-文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

内　　容

パイプオルガンやピアノ、声楽や合唱など10組の音楽家
が「未来」をテーマに演奏します。

申込方法 窓口

問合せ先 安土文芸の郷-文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.180
第230回 はつらつコンサート「クリスマス・
ファンタジー」

対　　象 どなたでも

申込期間 発売中

内　　容

マザーズ就労支援相談コーナー主催滋賀マザーズジョブ
ステーションセミナー。無料託児あり。お子様が体調不
良の場合はお預かりできかねますのでご了承ください。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ・近江八幡 TEL:0748-36-1831

申込期間 2月8日(金)～2月28日(木)

４.近江八幡市内で開催される講座・教室
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期 日 等 2月21日(木) 開場13:30 開演14:00

子 場　　所 文芸セミナリヨ 

費　　用 無料(要整理券)当日9:00から配布

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月3日(日) 10:00～12:00

場　　所 文芸セミナリヨ

費　　用 2,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月9日(土) 開場10:00 開演10:30

子 場　　所 文芸セミナリヨ 

費　　用 入場料:500円(保護者膝上の乳幼児は無料) ※全席自由

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月21日(木・祝) 開場13:00 開演13:30

場　　所 文芸セミナリヨ

費　　用 入場無料(要整理券)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月8日(土) 14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 草津クレアホール

費　　用 一般2,000円、25歳以下1,000円(全席指定)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月9日(日) 13:00～16:30

子 場　　所 草津市立市民交流プラザ フェリエ南草津5階

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 偶数月の第1木曜日 10:30～12:00

子 場　　所 草津市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 偶数月の第2木曜日 11:00～11:30

子 場　　所 草津市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

草津クレアホール

草津市⽴市⺠交流プラザ

草津市⽴図書館

内　　容

出演:太田智子(ソプラノ)、谷田浩子(パイプオルガン)、
城奈緒美(パイプオルガン)

申込方法 要整理券当日9:00から整理券配布

問合せ先 安土文芸の郷-文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.183 第231回 はつらつコンサート 「音の冬物語」

対　　象 どなたでも

申込期間 当日整理券配布

No.185
ワンコインコンサート シリーズ116 「春の音の
ファンタジー～パピヨンが贈る夢～」

対　　象 どなたでも

申込期間 満席になるまで

内　　容

楽器の構造を中心に解説、演奏するまでの段取り、身近
なピアノやエレクトーンとの演奏上の違いや歴史的な資
料を紹介します。講師:久保田真矢(オルガニスト)

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 安土文芸の郷-文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.184
パイプオルガン特別講座～なぜなにオルガン？
～

対　　象 一般

申込期間 定員に達するまで

内　　容

出演:文芸セミナリヨオルガン教室受講生21期生・22期生

申込方法 窓口

問合せ先 安土文芸の郷-文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.186 オルガン教室発表会

対　　象 一般

申込期間 満席になるまで

内　　容

内容:乳幼児から本物の音楽に触れてほしいと開催するコ
ンサート。 出演:レーヴ・パピヨン(田中佑美(オーボ
エ)・渡辺優貴(ヴァイオリン)) 宝本あずさ(ピアノ)

申込方法 窓口

問合せ先 安土文芸の郷-文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.188 第3回 滋賀小児糖尿病セミナー

対　　象 県内在住の小児1型糖尿病およびｲﾝｽﾘﾝ治療中の患者と家族

申込期間 ～12月5日(水)

内　　容

演目: おうみ狂言図鑑 コレクション Vol.8 Ooh,
NAMAZU!? 今日もびわ湖の中では、あっちこっちでトラブ
ル発生！ 殺到する魚たちのお願い事を果たしてナマズた
ちは解決して、びわ湖の平和を守れるのか！？

申込方法 草津ｸﾚｱﾎｰﾙ、びわ湖芸術文化財団(ｵﾝﾗｲﾝﾁｹｯﾄ) 

問合せ先 草津クレアホール TEL:077-564-5815

No.187 おうみ狂言図鑑 2018-2019

対　　象 未就学児入場不可

申込期間 発売中

内　　容

「ブックトーク」とは、一つのテーマでさまざまなジャ
ンルの本を順序だててつなげ、紹介する手法。 テーマ別
に各学年向きの本を紹介します。

申込方法 申込不要

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.189 ブックトークの会

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

<1>グループ別セッション:楽しく学ぶカーボカウント ほ
か
<2>スモールグループディスカッション:毎回好評のた
め、時間を拡大

申込方法 FAX、郵送、ﾒｰﾙ

問合せ先 滋賀医科大学小児科-小児糖尿病ｾﾐﾅｰ実行委員会 TEL:077-548-2228

内　　容

手あそび、絵本の開き読みなど

申込方法 申込不要

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.190 木曜おはなしのじかん

対　　象 乳幼児向け

申込期間 申込不要

４.近江八幡市内／５.草津市内で開催される講座・教室
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期 日 等 主に月末の土曜日 14:30～15:15

子 場　　所 草津市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月・3月の第2土曜日

子 場　　所 草津市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月3日(月) 14:00～15:30

場　　所 草津市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎週土曜日 14:30～15:00 ※おはなし会があるときは実施しません

子 場　　所    草津市立図書館 1階 絵本コーナー

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第1・3・4・5土曜日 14:30～15:00

子 場　　所 草津市立南草津図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 奇数月第2木曜日 11:00～11:30

子 場　　所 草津市立南草津図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月22日(土)、25日(火) 10:00～19:00(参加賞がなくなり次第終了)

子 場　　所 草津市立南草津図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 1月5日(土)、6日(日) 10:00～(両日ともなくなり次第終了)

子 場　　所 草津市立南草津図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

草津市⽴南草津図書館

No.191 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

乳幼児のおはなし会と自動貸出機の体験など

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.192 キッズデー

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

大型絵本、巻き絵など。
※7・12・3月はこどものつどい(人形劇など)がありま
す。

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.194 おはなしのじかん

対　　象 乳幼児から小学生低学年ぐらいまで

申込期間 申込不要

内　　容

野菜の起源、野菜の栄養価、草津産野菜について

申込方法 直接カウンター、電話、FAX

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.193
平成30年度図書館市民講座「草津産野菜で健康
に過ごしてみませんか？」

対　　象 市民

申込期間 11月15日(木) 10:00～

内　　容

絵本の開き読み

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立南草津図書館 TEL:077-567-0373

No.195 おはなしのじかん

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

絵本や紙芝居の開き読み

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

問合せ先 草津市立南草津図書館 TEL:077-567-0373

No.197 南草津図書館クリスマス・クイズラリー

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

大型絵本の開き読み、手遊びほか。

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立南草津図書館 TEL:077-567-0373

No.196 木曜おはなしのじかん

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

図書館の本についてのクイズに答えると素敵な参加賞が
もらえます。

申込方法 当日会場

内　　容

司書が選んだおすすめの本を福袋として利用者の方に借
りていただきます。どんな本が入っているかは、中を見
てからのお楽しみ★

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立南草津図書館 TEL:077-567-0373

No.198 図書館福袋

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

５.草津市内で開催される講座・教室
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期 日 等 第2土曜 11:00～11:45

子 場　　所 草津市立市民交流プラザ (フェリエ南草津5階、南館と同じフロア)

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 <7>12月16日(日) 、<8>2月17日(日) 10:00～12:00

子 場　　所 草津市立ロクハ公園

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 12/21、1/25、2/22、3/15 金曜日 13:30～15:30

場　　所 滋賀県立障害者福祉センター アリーナ

費　　用 参加費は無料。<2>の人は別途施設使用料が必要。

分　　野

くらし・健康

期 日 等 毎月第1土曜日 上演時間14:00～15:00(開場13:30)

子 場　　所 史跡草津宿本陣楽座館

費　　用 1回600円(会員は480円)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月5日(土) 13:30～15:00 (開場13:00)

子 場　　所 史跡草津宿本陣楽座館

費　　用 600円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 コースにより異なる

場　　所 テクノカレッジ米原、テクノカレッジ草津(滋賀県立高等技術専門校)

費　　用 コースにより異なります

分　　野

技術・産業

期 日 等 12月2日、12月23日、2月10日 日曜日 10:00～12:00

子 場　　所 琵琶湖博物館 生活実験工房

費　　用 参加無料

分　　野

自然・環境

草津市⽴ロクハ公園

滋賀県⽴障害者福祉センター

史跡草津宿本陣

テクノカレッジ草津(滋賀県⽴⾼等技術専門校)

琵琶湖博物館

No.199 おはなし会

対　　象 乳幼児から小学生低学年ぐらいまで

申込期間 申込不要

内　　容

ウォッチングシリーズは、ロクハ公園を野外観察するプ
ログラムです。第7・8回は木々の葉っぱが落ち観察しや
すくなった野鳥を観察します。講師をお招きし専門的な
見地からもお話しいただけます。

申込方法 当日受付

問合せ先 草津市公園事務所・ロクハ公園 TEL:077-564-3838

No.200
ロクハウォッチングシリーズ
野鳥ウォッチング

対　　象 小学校3年生以下は保護者同伴

申込期間 申込不要

内　　容

大型絵本、まき絵など。7月、12月、3月は「こどものつ
どい」(人形劇など)があります。

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立南草津図書館 TEL:077-567-0373

No.202 毎月第1土曜日は、本陣楽座 落語会！

対　　象 どなたでも (定員50名)

申込期間 販売中 ※事前に完売した場合、当日の販売はございません。 

内　　容

ボッチャの基本知識およびルール等を理解し、興味を高
め楽しんで実践してもらう事で、社会参加の促進を図る
とともに、裾野を広げます。必ず上靴を持参ください。
健康管理は各自で十分留意してください。

申込方法 当日アリーナにて受付

問合せ先 滋賀県立障害者福祉センター TEL:077-564-7327

No.201 チャレンジボッチャ教室

対　　象 <1>障害のある人、<2>障害のない人

申込期間 申込不要

内　　容

平成31年1回目の落語会は豪華特別版！プロの落語家によ
る落語のしぐさやお囃子などのワークショップと落語、
プロの三味線演奏者による生演奏のお囃子をお楽しみく
ださい！

申込方法 電話。窓口

問合せ先 史跡草津宿本陣 TEL:077-561-6636

No.203 本陣楽座 落語会-新春特別版-

対　　象 どなたでも

申込期間 発売中※事前に完売した場合、当日の販売はございません。

内　　容

毎月第1土曜の「本陣楽座 落語会」では上方落語協会の
落語家さんが出演。演者さんとの距離が非常に近く、迫
力のある落語をお楽しみいただけます。

申込方法 電話、窓口

問合せ先 史跡草津宿本陣 TEL:077-561-6636

No.205 生活実験工房 田んぼ体験

対　　象 どなたでも(ただし小学生以下は保護者同伴)

申込期間 申込不要

内　　容

働くみなさんを対象とした「技能向上セミナー」。貴事
業所の研修や自己啓発にご活用ください。・機械系 ・溶
接系 ・電気・電子系など。◎詳細は「テクノカレッジ」
ＨＰ参照

申込方法 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ(しがネット受付)、FAX、郵送、持参

問合せ先 滋賀県立高等技術専門校 米原校TEL:0749-52-5300/草津校077-564-3297

No.204
平成30年度テクノカレッジ「技能向上セミ
ナー」

対　　象 一般(※コースにより異なります)

申込期間 ～各開講日の1か月前まで

内　　容

水稲とくらしに関する体験です。12/2収穫祭、12/23しめ
縄づくり、2/10わら細工。

申込方法 当日受付 9:30～ 生活実験工房

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

５.草津市内で開催される講座・教室
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期 日 等 12月22日(土) <1>13:30～ <2>14:00～ <3>14:30～ 各回30 分

子 場　　所 琵琶湖博物館 ディスカバリールーム

費　　用 参加無料<常設展示観覧券>(中学生以下は無料)が必要

分　　野

その他

期 日 等 1月26日(土)～2月3日(日) 9:30～16:30

子 場　　所 琵琶湖博物館 ディスカバリールーム

費　　用 参加無料<常設展示観覧券>(中学生以下は無料)が必要

分　　野

その他

期 日 等 2月19日(火)～3月3日(日) 9:30～16:30

子 場　　所 琵琶湖博物館 ディスカバリールーム

費　　用 参加無料<常設展示観覧券>(中学生以下は無料)が必要

分　　野

その他

期 日 等 1月26日(土) 、2月23日(土)、3月23日(土) 13:20～15:40

場　　所 琵琶湖博物館 セミナー室

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月8日(土) 13:30～15:00

子 場　　所 琵琶湖博物館 実習室2 、生活実験工房

費　　用 参加無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 1月12日(土) 13:30～15:00

子 場　　所 琵琶湖博物館 実習室2、水族展示室

費　　用 参加無料、<常設展示観覧券>(中学生以下は無料)が必要

分　　野

自然・環境

期 日 等 2月9日(土) 13:30～15:00

子 場　　所 琵琶湖博物館 実習室2、屋外展示、樹冠ﾄﾚｲﾙ

費　　用 参加無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 3月9日(土) 13:30～15:00

子 場　　所 琵琶湖博物館 実習室2 、生活実験工房

費　　用 参加無料

分　　野

自然・環境

内　　容

簡単に裂くことができる手ぬぐいや古布を使って、はさ
みを使わず自分だけの「はたき」を作ります。(※はたき
は1組につき1本になります。)

申込方法 当日受付

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.206 ディスカバイベント はたきをつくろう！

対　　象 どなたでも(ただし小学3年生以下は保護者同伴)

申込期間 当日受付13:00～ 定員各回3組(全9組)先着

No.208 ディスカバイベント おひなさまをつくろう！

対　　象 どなたでも(ただし小学3年生以下は保護者同伴)

申込期間 当日随時受付

内　　容

折り紙で、オニのお面を作ります。

申込方法 当日随時受付

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.207
ディスカバイベント 節分☆オニのお面をつくろ
う！

対　　象 どなたでも(ただし小学3年生以下は保護者同伴)

申込期間 当日随時受付

内　　容

昔の人びとは自然とどのように向き合ってきたのでしょ
うか。琵琶湖地域の自然と人との関わりの歴史につい
て、総合研究の成果を中心に紹介します。(1 回のみの参
加も可能)

申込方法 「しがネット受付サービス」もしくは「往復はがき」(先着順)

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.209
新琵琶湖学セミナー (全3回)「森と水辺の物語
―新しい歴史展示をつくる」

対　　象 高校生以上

申込期間 各回、定員になり次第 受付終了

内　　容

折り紙で、おひなさまを作ります。

申込方法 当日随時受付

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.211 わくわく探検隊 お魚モビールを作ろう！

対　　象 どなたでも(ただし小学4年生以下は保護者同伴)

申込期間 申込不要

内　　容

昔の道具を使い、綿花から糸をつむぐ体験をします。当
時の人々の知恵や努力を感じながら綿がもつ自然の柔ら
かさに触れます。 共催:(琵琶湖博物館はしかけ) びわた
ん・近江はたおりの会

申込方法 当日受付 13:00～13:30

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.210 わくわく探検隊 綿にふれてみよう！

対　　象 どなたでも(ただし小学4年生以下は保護者同伴)

申込期間 申込不要

内　　容

新しくできた樹冠トレイルを歩きながら、屋外展示にあ
る木々について学びましょう。 共催:(琵琶湖博物館はし
かけ) びわたん・森人

申込方法 当日受付 13:00～13:30

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.212 わくわく探検隊 樹冠トレイルを歩こう！

対　　象 どなたでも(ただし小学4年生以下は保護者同伴)

申込期間 申込不要

内　　容

水族展示の魚について、魚博士からお話を聞きます。そ
して、実際の魚たちの姿をスケッチし、魚のモビールづ
くりに挑戦します。 共催:(琵琶湖博物館はしかけ) びわ
たん

申込方法 当日受付 13:00～13:30

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

内　　容

かまどでご飯を炊いていた昔の暮らしについてお話を聞
きます。その後、［まいぎり式火起こし器］を使って、
実際に火を起こしてみましょう。 共催:(琵琶湖博物館は
しかけ) びわたん

申込方法 当日受付 13:00～13:30

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.213 わくわく探検隊 火起こし体験をしよう！

対　　象 どなたでも(ただし小学4年生以下は保護者同伴)

申込期間 申込不要

５.草津市内で開催される講座・教室

草
津
市
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期 日 等 3月10日(日) 13:30～16:30

場　　所 琵琶湖博物館 セミナー室

費　　用 参加無料 登録時にボランティア保険登録料510円が必要

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月21日(金) 13:00～15:00

場　　所 レイカディア大学 草津校 県立長寿社会福祉センター1階 大教室

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 ～12月25日 10:00～12:00(毎週火曜日)、18:00～20:00(毎月第3金曜日)

子 場　　所 UDCBK(アーバンデザインセンターびわこ・くさつ)

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 2月21日(木) 9:30～11:30

場　　所 大庄屋諏訪家屋敷

費　　用 2,000円(器は付きません)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 通年 10:00、11:00、13:00、14:00、15:00(約30分)

場　　所 佐川美術館

費　　用 お1人様 1,000円(入館料別途必要)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 ～12月2日(日) 9:30～17:00(入館16:30まで)

子 場　　所 佐川美術館

費　　用 一般1,000円、高大生600円、中学生以下無料(保護者の同伴が必要)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 ～12月2日(日) 9:30～17:00(入館16:30まで)

子 場　　所 佐川美術館

費　　用 一般1,000円、高大生600円、中学生以下無料(保護者の同伴が必要)

分　　野

芸術・伝統

UDCBK(アーバンデザインセンターびわこ・くさつ)

大庄屋諏訪家屋敷

佐川美術館

No.214 はしかけ登録講座

対　　象 年齢制限はありませんが、18歳未満は保護者の同意が必要

申込期間 申込不要

内　　容

地域で求められている「町づくり」について現存する古
民家の蛙カをうまく活かした実践を通して理解を深めま
す。講師:滋賀県立大学 教授 濱崎一志 氏 ■学校説明会
(自由参加)15:10～15:40

申込方法 電話、FAX、郵送(氏名・年齢・住所・電話・参加日を明記。)

問合せ先 滋賀県レイカディア大学 TEL:077-567-3901

No.215
滋賀県レイカディア大学 公開講座 草津校「古
民家を活用した町づくり」

対　　象 概ね50歳以上の県内居住の方(未入学の方対象)

申込期間 ～12月19日(水) ※先着順

内　　容

博物館の利用者参加制度「はしかけ」への加入希望者を
対象とした登録講座です。はしかけ制度の概要と活動中
のグループの紹介を行います。

申込方法 当日受付 13:00～

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

レイカディア大学 草津校

No.217 苔玉教室(春の苔玉作成)

対　　象 どなたでも

申込期間 定員に達するまで(20名まで)

内　　容

わたしたちのしらない「くに」や「ちいき」にうまれす
ごしたことのあるともだちと、にほんごではなしたい！
むずかしいにほんごをだれにとってもやさしいにほんご
にかえるための「さろん」をつくりました。

申込方法 基本的には申込不要です。だれでもいつでも気軽に参加できます。

問合せ先 草津市国際交流協会 TEL:077-561-2322

No.216 やさしい日本語サロン

対　　象 どなたでも

申込期間 ～12月25日(火)

No.220 アートたけし展

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

問合せ先 佐川美術館 TEL:077-585-7800

No.219 佐藤忠良「おしゃべりしない眼」

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

守山市指定文化財(史跡)で、日本遺産に指定された大庄
屋諏訪家屋敷で開催

申込方法 参加費を添えて、直接窓口

問合せ先 守山市民ﾎｰﾙ TEL:077-583-2532、大庄屋諏訪家屋敷 TEL:077-516-8160

内　　容

身近な子どもや女性をモデルに、常に実直なまなざしで
人間を見続けてきた彫刻家・佐藤忠良の作品を紹介いた
します。

申込方法 窓口

内　　容

水没する小間と水の中に浮かぶ広間からなる茶室を、当
館スタッフがご案内する約30分間のガイドツアー。(お抹
茶はお出ししておりませんので、ご注意ください。)

申込方法 電話

問合せ先 佐川美術館 TEL:077-585-7806

No.218 茶室見学

対　　象

内　　容

ビートたけしが描いたアート100点が集結。 お笑いとし
て、また映画監督として人気を博しているビートたけし
のアート作品が佐川美術館にやってきます。

申込方法 窓口

問合せ先 佐川美術館 TEL:077-585-7800

内　　容

小学生以上(小・中学生は1名につき、保護者(大人)1名の付き添いが必要です)

申込期間 ～3月31日(日) 事前予約制 (受付時間 9:30～17:00) 

５.草津市内／６.守山市内で開催される講座・教室
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期 日 等 ～3月31日(日) 9:30～17:00(入館16:30まで)

子 場　　所 佐川美術館

費　　用 一般1,000円、高大生600円、中学生以下無料(保護者の同伴が必要)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 ～3月31日(日) 9:30～17:00(入館16:30まで)

子 場　　所 佐川美術館

費　　用 一般1,000円、高大生600円、中学生以下無料(保護者の同伴が必要)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月7日(金)～3月31日(日)9:30～17:00(入館16:30まで)

子 場　　所 佐川美術館

費　　用 一般1000円、高大生600円、中学生以下無料(保護者の同伴が必要)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月15日(土)～2月11日(月・祝) 9:30～17:00(入館16:30まで)

子 場　　所 佐川美術館

費　　用 一般1,000円、高大生600円、中学生以下無料(保護者の同伴が必要)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月3日(日) 11:00、13:00、14:00、15:00 (1日4回)

場　　所 佐川美術館

費　　用 お1人様 3,000円(入館料別途必要)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月18日(火) 13:30～14:30

場　　所 滋賀県立総合病院 研究所 講堂

費　　用 無料、駐車場無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月23日(水) 14:30～15:30

場　　所 滋賀県立総合病院 研究所 講堂

費　　用 無料、駐車場無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2月19日(火) 13:30～14:30

場　　所 滋賀県立総合病院 研究所 講堂

費　　用 無料、駐車場無料

分　　野

くらし・健康

滋賀県⽴総合病院

内　　容

戦後の混乱期、ｻﾙﾄﾙなどの実存主義の作家とも交流を深
め、深く自己をみつめた孤高の芸術家ｳﾞｫﾙｽ。吉左衞門の
樂茶碗と展観し、二者に通じる深い精神性に触れようと
する試みです。

申込方法 窓口

問合せ先 佐川美術館 TEL:077-585-7800

No.221
吉左衞門X WOLS ヴォルス作品＋樂吉左衞門・茶
碗

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

No.223 佐藤忠良「建築でも風景でもない彫刻」

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

内　　容

世界各地を巡り、日本画作品を描き続けた平山郁夫の画
業を紹介します。

申込方法 窓口

問合せ先 佐川美術館 TEL:077-585-7800

No.222 平山郁夫 「仏教伝来の軌跡」

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

内　　容

 『不思議の国のアリス』をモチーフに、アリスが体験し
た不思議なできごとを一緒に体感。 子どもから大人まで
「なんで？」と「不思議な体験」を通して科学を学べる
イベントです。

申込方法 窓口

問合せ先 佐川美術館 TEL:077-585-7800

No.224
さがわきっずみゅーじあむ展示イベント 「アリ
スインサイエンスワールド」

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

内　　容

身近な子どもや女性をモデルに、常に実直なまなざしで
人間を見続けてきた彫刻家・佐藤忠良の作品を紹介いた
します。

申込方法 窓口

問合せ先 佐川美術館 TEL:077-585-7800

No.226 健康教室「正しいお薬の飲み方」

対　　象 どなたでもご参加いただけます。

申込期間 申込不要

内　　容

約30分間の茶室見学ガイドツアーに引続いて、樂吉左衞
門館ロビーの立礼席において、呈茶をいたします。:お作
法は知らなくてもご心配いりません。お気軽に、雰囲気
をお楽しみください。

申込方法 FAX(077 585 7810)、郵送

問合せ先 佐川美術館 TEL:077-585-7800

No.225 呈茶 立礼席

対　　象 高校生未満のお子様は、ご参加いただけません。

申込期間 ～2月10日(日)必着

内　　容

講師は、栄養指導部 田中佳子 主査。ご自身・ご家族の
健康にぜひお役立てください。

申込方法 当日受付

問合せ先 滋賀県立総合病院 TEL:077-582-5031

No.227 健康教室「腸から健康を考える」

対　　象 どなたでもご参加いただけます。

申込期間 申込不要

内　　容

講師は、薬剤部 山田智晴 主査。自身・ご家族の健康に
ぜひお役立てください。

申込方法 当日受付

問合せ先 滋賀県立総合病院 TEL:077-582-5031

内　　容

講師は、泌尿器科 吉田徹 科長。どなたでもご参加いた
だけます。ご自身・ご家族の健康にぜひお役立てくださ
い。

申込方法 当日受付

問合せ先 滋賀県立総合病院 TEL:077-582-5031

No.228 健康教室「排尿症状と泌尿器疾患」

対　　象 どなたでもご参加いただけます。

申込期間 申込不要

６.守山市内／７.栗東市内で開催される講座・教室

守
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期 日 等 3月12日(火) 13:30～14:30

場　　所 滋賀県立総合病院 研究所 講堂

費　　用 無料、駐車場無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月16日(日) 14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 守山市民ホール・小ホール

費　　用 800円、25歳以下:500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月29日(金)～3月31日(日) 10:00～17:00

子 場　　所 守山市民ホール・展示室

費　　用 鑑賞無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎日15:00～

子 場　　所 守山市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月15日(土) 14:00～15:30

場　　所 済生会滋賀県病院 5階なでしこホール

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月12日(土) 10:00～11:30

場　　所 済生会滋賀県病院 5階なでしこホール

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月19日(土) 14:00～15:00

場　　所 済生会滋賀県病院 5階なでしこホール

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2月9日(土) 14:00～15:30

場　　所 済生会滋賀県病院 5階なでしこホール

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

守山市⺠ホール

守山市⽴図書館

済生会滋賀県病院

No.229 健康教室「脳疾患の予防と脳ドック」

対　　象 どなたでもご参加いただけます。

申込期間 申込不要

内　　容

「ピアノのロマン主義」
講師:岡田暁生
ピアノ:幡谷幸子

申込方法 電話、窓口 ※単独講座チケットのは残席がある場合のみ発売

問合せ先 守山市民ホール TEL:077-583-2532

No.230 ルシオール音楽塾 第15回

対　　象 未就学児童の入場はご遠慮願います。

申込期間 定員に達するまで(定員300名)

内　　容

講師は、脳神経外科 北条雅人 科長。ご自身・ご家族の
健康にぜひお役立てください。

申込方法 当日受付

問合せ先 滋賀県立総合病院 TEL:077-582-5031

No.232 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

会館主催の能面作成教室の生徒作品展です。3月30日(土)
には、能に関する特別講演会も開催予定です。

申込方法 直接会場へご来場ください

問合せ先 守山市民ホール TEL:077-583-2532

No.231 第11回 BUNTAI能面作成教室 作品展

対　　象 どなたでも

申込期間 会期期間中 いつでも

内　　容

「妊孕性」とは“子どもを作る力”という意味です。女
性特有のがんに対する治療や妊孕性温存にスポットを当
て、専門医がお話します。特別講演 『がんと妊娠』 滋
賀医科大学 産科学婦人科学講座 准教授 木村 文則 先生

申込方法 当日会場(座席数には限りがございます)

問合せ先 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 TEL:077-552-1221

No.233
第13回 済生会がんセンター公開講座
 「がん治療と妊孕性温存」

対　　象 どなたでも参加可能です

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせ

申込方法 当日会場

問合せ先 守山市立図書館 TEL:077-583-1639

No.235 第14回 済生会がんセンター公開講座

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

・水頭症について(仮)

申込方法 当日会場

問合せ先 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 TEL:077-552-1221

No.234 平成30年度 第6回地域講座"なでしこ健康塾"

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

・「脳卒中の診断・治療・予防について」
※外部講師による特別講演有り

申込方法 当日会場(座席数には限りがございます)

問合せ先 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 TEL:077-552-1221

No.236
脳卒中病棟(SCU)開設2周年記念
第4回 脳卒中センター公開講座

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

・消化器外科系がんについて(仮)
※外部講師による特別講演有り

申込方法 当日会場(座席数には限りがございます)

問合せ先 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 TEL:077-552-1221

７.栗東市内で開催される講座・教室
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期 日 等 1月8日～3月26日(各10回)3時ｺｰｽ15:00～15:50、4時ｺｰｽ16:10～17:00

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館 アリーナ

費　　用 8,500円(消費税含む)+保険料800円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月9日～3月13日(各10回)3時ｺｰｽ15:00～15:50、4時ｺｰｽ16:10～17:00

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館 アリーナ

費　　用 8,500円(消費税含む)+保険料800円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月10日～3月14日(各10回)3時ｺｰｽ15:00～15:50、4時ｺｰｽ16:10～17:00

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館 アリーナ

費　　用 8,500円(消費税含む)+保険料800円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月11日～3月15日(10回)15:00～15:50

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館 アリーナ

費　　用 8,500円(消費税含む)+保険料800円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月11日～3月15日(10回)16:10～17:00

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館 アリーナ

費　　用 8,500円(消費税含む)+保険料800円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月12日～3月16日(10回)8:50～9:40

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館 アリーナ

費　　用 8,500円(消費税含む)+保険料800円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月9日～3月13日(10回)10:00～10:50

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館 アリーナ

費　　用 10,500円(消費税含む)+保険料:親1,850円、子800円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月13日～3月17日(10回)新規8:45～9:45 継続9:50～10:50

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館 アリーナ

費　　用 8,500円(消費税含む)+保険料800円

分　　野

くらし・健康

滋賀県⽴栗東体育館

No.238 幼児体操教室(水曜日)3時・4時コース

対　　象 4・5歳児(定員各コース26名)H24.4.2-H26.4.1生まれ

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

遊びを中心とする多様な動きを体験させ、体操器具を
使って基本的な動きや技を身につけ、幼児期に急速に発
達する神経系や調整力を高め、運動の楽しさを味わい意
欲的に運動する子どもを育てる。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.237 幼児体操教室(火曜日)3時・4時コース

対　　象 4・5歳児(定員各コース26名)H24.4.2-H26.4.1生まれ

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

遊びを中心とする多様な動きを体験させ、体操器具を
使って基本的な動きや技を身につけ、幼児期に急速に発
達する神経系や調整力を高め、運動の楽しさを味わい意
欲的に運動する子どもを育てる。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.239 幼児体操教室(木曜日)3時・4時コース

対　　象 4・5歳児(定員各コース26名)H24.4.2-H26.4.1生まれ

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

遊びを中心とする多様な動きを体験させ、体操器具を
使って基本的な動きや技を身につけ、幼児期に急速に発
達する神経系や調整力を高め、運動の楽しさを味わい意
欲的に運動する子どもを育てる。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.241 小学生体操教室(1年生)金曜日4時コース

対　　象 小学1年生(定員30名)

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

遊びを中心とする多様な動きを体験させ、体操器具を
使って基本的な動きや技を身につけ、幼児期に急速に発
達する神経系や調整力を高め、運動の楽しさを味わい意
欲的に運動する子どもを育てる。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.240 幼児体操教室(金曜日)3時コース

対　　象 4・5歳児(定員26名)H24.4.2-H26.4.1生まれ

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

小学生を対象に、体操器具と固定施設を使った多彩な技
や遊びを取り入れて、運動の楽しさを体験する。その中
で児童期に必要な神経系の運動感覚、調整力を養う。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.242 小学生体操教室(2、3年生)土曜日

対　　象 小学2、3年生(定員40名)

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

小学生を対象に、体操器具と固定施設を使った多彩な技
や遊びを取り入れて、運動の楽しさを体験する。その中
で児童期に必要な神経系の運動感覚、調整力を養う。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.244 トランポリン教室 (日曜日)

対　　象 小学生(定員各コース15名)

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

運動の楽しさを味わいながら幼児期に著しいとされる神
経系の発達を促進させるとともに、親子の体力向上を図
る。基礎体力つくり、体操の基本的な動きつくり(バラン
ス運動、マット運動、跳び箱、鉄棒など)。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.243 親子ふれあい体操教室 (水曜日)

対　　象 幼児(H25.4.2-H28.4.1生まれ)と保護者(定員15組30名)

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

トランポリンの基礎的な動きを用いて空間認識能力、体
幹、他の競技にも必要な神経系の発達を促進させ、体力
向上を図ります。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

７.栗東市内で開催される講座・教室
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期 日 等 1月11日～3月15日(10回)16:00～16:45

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館 会議室

費　　用 10,000円(消費税、保険料含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月11日～3月15日(10回)17:10～18:00

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館 会議室

費　　用 10,000円(消費税、保険料含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月11日～3月15日(10回)18:20～19:10

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館 会議室

費　　用 10,000円(消費税、保険料含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月11日～3月15日(10回)19:30～20:30

場　　所 滋賀県立栗東体育館 会議室

費　　用 12,000円(消費税、保険料含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月8日～3月26日(10回)<1>9:50～10:50、<2>11:00～12:00

場　　所 滋賀県立栗東体育館 会議室

費　　用 8,500円(消費税、保険料含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 毎月第1土曜日 ・2歳まで10:30～ ・3歳から11:00～

子 場　　所 栗東市立図書館 本館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4土曜日 ・幼児向け14:00～ ・小学生向け15:00～

子 場　　所 栗東市立図書館 本館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第2土曜日 11:00～

子 場　　所 栗東市立栗東西図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

栗東市⽴図書館

栗東市⽴栗東⻄図書館

内　　容

からだ・あたま・こころを育む「bambeat!」avexオリジ
ナルツールを使ったダンスを提供。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.245 エイベックス bambeat! (金曜日)

対　　象 4・5歳児(定員15名)H24.4.2-H26.4.1生まれ

申込期間 11月27日～12月7日

No.247 エイベックス DANCE BOX <2> (金曜日)

対　　象 小学生4年生～中学生(定員20名)

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

avexの楽曲を使った振付を楽しみながら表現力や柔軟
性、バランスを育みダンスの基本を学ぶプログラム。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.246 エイベックス DANCE BOX <1> (金曜日)

対　　象 小学生1年生～3年生(定員20名)

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

エクササイズを楽しみながら基本ダンスを身につけれる
プログラム。また、学校等で子どもたちに正しいダンス
指導ができるプログラム。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.248
エイベックス 大人のダンス (金曜日)
EZ DO DANCERCIZE(ｲｰｼﾞｰ・ﾄﾞｩ・ﾀﾞﾝｻｻｲｽﾞ)

対　　象 一般(初心者、教員の方 20名)

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

avexの楽曲を使った振付を楽しみながら表現力や柔軟
性、バランスを育みダンスの基本を学ぶプログラム。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.250 おはなしタイム

対　　象 2歳までと、3歳からの子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

むくみや冷え性、疲労など体質改善、姿勢改善、骨盤矯
正などの効果があるヨガを専門講師を招いて行う。

申込方法 往復はがき ※申込多数の場合は抽選

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.249 初めてのヨガ教室 (木曜日)

対　　象 一般(定員各コース15名)

申込期間 11月27日～12月7日

内　　容

おはなしボランティアさんが、絵本の読み聞かせ等をし
ます。 演じ手:りっとうおはなしグループめるへん

申込方法 当日会場

問合せ先 栗東市立図書館 TEL:077-553-5700

No.251 おはなし会

対　　象 幼児・小学生向け

申込期間 申込不要

内　　容

図書館職員が、手遊び・絵本の読み聞かせ等をします。

申込方法 当日会場

問合せ先 栗東市立図書館 TEL:077-553-5700

内　　容

図書館職員が、絵本の読み聞かせ等をします。

申込方法 当日会場

問合せ先 栗東市立栗東西図書館 TEL:077-554-2401

No.252 おはなしタイム

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

７.栗東市内で開催される講座・教室
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期 日 等 4、7、10、1月の第3土曜日11:00～

子 場　　所 栗東市立栗東西図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月16日(日) 14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 甲賀市あいこうか市民ホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月20日(日) 14:30開演(14:00開場)

子 場　　所 甲賀市あいこうか市民ホール

費　　用 一般:A席3,500円、B席3,000円、青少年:A席2,000円、B席1,500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月23日(土)～3月3日(日) 9:00～17:00(3/3は16:00まで) ※2月25日休館

子 場　　所 【書部門、工芸・立体部門】あいこうか市民ﾎｰﾙ 【平面部門、写真部門】甲賀市碧水ﾎｰﾙ

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月24日(日) 15:00開演

子 場　　所 甲賀市あいこうか市民ホール

費　　用 一般1,300円 18歳以下、65歳以上1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月10日(日) 12:30開演

子 場　　所 甲賀市あいこうか市民ホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月24日(日) 13:30開演

子 場　　所 甲賀市あいの土山文化ホール

費　　用 500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第1土曜日 14:00～14:30

子 場　　所 甲賀市水口図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

甲賀市あいこうか市⺠ホール

甲賀市あいの土山⽂化ホール

甲賀市⽔口図書館

No.253 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

市内を中心に活動しているダンスグループの合同発表
会。「DANCING CHRISTMAS」をテーマに、年々進化を見せ
るクールなダンスをお楽しみください。

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市あいこうか市民ホール TEL:0748-62-2626

No.254 ジュニア・ダンス・フェスティバル vol.7

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしボランティアさんが、絵本の読み聞かせ等をし
ます。 演じ手:おはなしグループタンタン

申込方法 当日会場

問合せ先 栗東市立栗東西図書館 TEL:077-554-2401

No.256 第14回甲賀市美術展覧会

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

ふる里の自然をテーマに、オリジナル曲「甲賀の四季」
をオーケストラ版にリメイクして再演。後半ではベー
トーヴェンの田園をお届けします。 【出演】指揮:藤岡
幸夫、管弦楽:関西フィルハーモニー管弦楽団

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ、窓口

問合せ先 甲賀市あいこうか市民ホール TEL:0748-62-2626

No.255
関西フィルハーモニー管弦楽団ニューイヤーコ
ンサート2019

対　　象 どなたでも(未就学児の入場はご遠慮ください)

申込期間 ～1月20日(日)

内　　容

熱心なアマチュアや演奏家を目指すジュニア、プロの演
奏家を交えた「滋賀県にゆかりのあるメンバー」からな
るびわこの風オーケストラ。 複数の声楽家をゲストに迎
え、「オペラ」プログラムをお送りする予定です。

申込方法 窓口、当日会場

問合せ先 甲賀市あいこうか市民ホール TEL:0748-62-2626

No.257 びわこの風オーケストラ定期演奏会

対　　象 どなたでも

申込期間 12月15日(土)～2月24日(日) 

内　　容

公募した平面、工芸・立体、書、写真の4部門の入賞・入
選作品を展示しています。 2月23日(土)14時からは、ウ
エルカムコンサートを、3月3日には、審査員による作品
講評会を開催します。

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市あいこうか市民ホール TEL:0748-62-2626

No.259 あいの土山ダンスリサイタル2019

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

市内180団体以上が加盟する甲賀市文化協会連合会から、
各町3団体ずつ計15団体による芸能発表会。研鑽を積んだ
至高の舞台をお楽しみください。

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市あいこうか市民ホール TEL:0748-62-2626

No.258 第11回甲賀市文化協会連合会芸能祭

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読みきかせ

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市水口図書館 TEL:0748-63-7400

No.260 おはなしどんどん

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

つちやまジュニアダンススクール、Dance studio gatoが
出演するほか、多彩なゲストをお迎えします。

申込方法 当日窓口

問合せ先 甲賀市あいの土山文化ホール TEL:0748-66-1602

７.栗東市内／８.甲賀市内で開催される講座・教室
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期 日 等 毎月第3土曜日 11:00～11:30

子 場　　所 甲賀市水口図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4火曜日 10:30～10:50、11:00～11:20 ※同じ内容

子 場　　所 甲賀市水口図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第2木曜日 10:30～11:00

子 場　　所 甲賀市土山図書館 会議室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4土曜日 14:00～14:30

子 場　　所 甲賀市土山図書館 会議室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第2土曜日 14:00～15:00

子 場　　所 甲賀市甲賀図書情報館 おはなしルーム＆多目的ホール

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4月曜日 11:00～11:30

子 場　　所 甲賀市甲賀図書情報館 おはなしルーム 

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4土曜日 11:00～11:30 

子 場　　所 甲賀市甲賀図書情報館 おはなしルーム

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第4日曜日 14:00～

子 場　　所 甲賀市甲賀図書情報館 多目的ホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

甲賀市土山図書館

甲賀市甲賀図書情報館

No.262 乳幼児おはなし広場

対　　象 0～2歳向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読みきかせ・紙芝居 ほか
読み聞かせは、「もものみ」さん。

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市水口図書館 TEL:0748-63-7400

No.261 もものみおはなしかい

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読みきかせ・紙芝居 ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市土山図書館 TEL:0748-66-1056

No.263 乳幼児おはなし広場

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読みきかせ・紙芝居・手遊び ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市水口図書館 TEL:0748-63-7400

No.265 ちびっこ読書クラブ

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

紙芝居・絵本の読みきかせ ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市土山図書館 TEL:0748-66-1056

No.264 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本・紙芝居・手あそび

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市甲賀図書情報館 TEL:0748-88-7246

No.266 乳幼児おはなし会

対　　象 乳幼児と保護者(0～3歳向け)

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし・絵本･紙芝居・工作

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市甲賀図書情報館 TEL:0748-88-7246

No.268 日曜映画会

対　　象 こども向けと一般向けとを交互に上映予定です。

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし・絵本・紙芝居 ほか 演:紙ふうせん

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市甲賀図書情報館 TEL:0748-88-7246

No.267 紙ふうせんおはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

図書館の多目的ホールの大スクリーンで映画を上映いた
します。こども向けと一般向けとを交互に上映予定で
す。

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市甲賀図書情報館 TEL:0748-88-7246

８.甲賀市内で開催される講座・教室
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期 日 等 毎月第2土曜日 11:00～11:30

子 場　　所 甲賀市甲南図書交流館 おはなしのへや

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3日曜日 11:00～

子 場　　所 甲賀市甲南図書交流館 視聴覚ホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第4土曜日 11:00～11:30

子 場　　所 甲賀市甲南図書交流館 おはなしのへや 

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1金曜日 11:00～11:30

子 場　　所 甲賀市信楽図書館 対面朗読室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日 15:00～16:00

子 場　　所 甲賀市信楽図書館 児童コーナー

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4土曜日 15:00～16:00

子 場　　所 甲賀市信楽図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 ～12月16日(日) 9:30～17:00

子 場　　所 滋賀県立陶芸の森 陶芸館ギャラリー

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

滋賀県⽴陶芸の森

内　　容

絵本の読み聞かせ・わらべうた・手遊び ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市甲南図書交流館 TEL:0748-86-1504

No.269 おはなしタイム

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

甲賀市甲南図書交流館

No.271 おはなしたまてばこおはなしかい

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

子ども向け映画会

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市甲南図書交流館 TEL:0748-86-1504

No.270 ふるるえいがかい

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

問合せ先 甲賀市信楽図書館 TEL:0748-82-0320

No.272 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 0～3歳向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせ・手遊び・おりがみ ほか

申込方法 当日会場

内　　容

絵本の読み聞かせ ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市甲南図書交流館 TEL:0748-86-1504

甲賀市信楽図書館

定例おはなし会

対　　象 3歳～

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読みきかせ

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市信楽図書館 TEL:0748-82-0320

No.273 となりにおいで(絵本読みきかせ)

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容申込不要

問合せ先

内　　容

絵本の読み聞かせ・おりがみほか

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市信楽図書館 TEL:0748-82-0320

No.274

陶芸の森創作研修館に招聘されたアーティストの作品の
展覧会その第2弾。

申込方法

滋賀県立陶芸の森 TEL:0748-83-0909

No.275
アーティスト・イン・レジデンス企画展
Hello, Ceramic World+82

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

８.甲賀市内で開催される講座・教室

甲
賀
市

40
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８.甲賀市内／９.野洲市内で開催される講座・教室

期 日 等 ～12月20日(木) 9:30～17:00

子 場　　所 滋賀県立陶芸の森 陶芸館

費　　用 一般700円、高大生500円、中学生以下、県内在住65歳以上の方無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月17日、3月24日 日曜日 10:30～16:00

場　　所 滋賀県立陶芸の森 信楽産業展示館創作室

費　　用 各講座によって異なる ※内容参照

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月21日(木・祝)～5月19日(日) 10:00～17:00(入館は16:00まで)

子 場　　所 MIHO MUSEUM

費　　用 大人1,100円 高校・大学生800円 小学生・中学生300円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎週土曜日14:00～16:00

場　　所 湖南ネットITスクール(JR野洲駅南口正面 深尾ビル3F)

費　　用 毎回700円

分　　野

技術・産業

期 日 等 12月15日、1月19日、2月16日、3月16日 土曜日 9:30～11:30

子 場　　所 湖南ネットITスクール(JR野洲駅南口正面 深尾ビル3F)

費　　用 4,000円(4回分)

分　　野

技術・産業

期 日 等 2月2日、9日、16日、23日、3月9日 土曜日 10:00～17:00

場　　所 湖南ネットITスクール(JR野洲駅南口正面 深尾ビル3F)

費　　用 32,500円(テキスト代、認定試験費用を含む)

分　　野

技術・産業

期 日 等 1月13日(日) 9:00～15:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園 スポーツゾーン(陸上競技場)

費　　用 1人500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3月23日(土)、3月24日(日) 10:00～15:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園 スポーツゾーン

費　　用 100円

分　　野

芸術・伝統

MIHO MUSEUM

湖南ネットITスクール

滋賀県希望が丘⽂化公園 スポーツゾーン

No.278 大徳寺龍光院 国宝曜変天目と破草鞋

対　　象 どなたでも

申込期間 開催期間中随時 ※随時見学募集

内　　容

■3月17日ミニ窯をつくる 参加費:6,500円
■3月24日野焼きでうつわをつくる 参加費:8,000円

申込方法 電話、FAX、窓口、ﾒｰﾙ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 滋賀県立陶芸の森 TEL:0748-83-0909

No.277 しがらき学ノススメ！

対　　象 どなたも参加できます。

申込期間 ～各講座の3週間前 ※応募者多数の場合抽選

内　　容

パソコンを始めたい方や、パソコン初心者の方に、楽し
いパソコンの使い方を教えます。パソコンで分からない
ことも、個別指導します。

申込方法 電話

問合せ先 湖南ネットITスクール TEL:077-587-2501

No.279 野洲ぱそこん塾

対　　象 どなたでも

申込期間 随時

内　　容

慶長11年(1606年)の大徳寺龍光院創建以来四百年の扉が
開き、国宝「曜変天目」「密庵墨蹟」や重文「柿栗図(牧
谿筆)」「油滴天目」など、寺伝の名宝が一挙公開されま
す。

申込方法 窓口

問合せ先 MIHO-MUSEUM TEL:0748-82-3411

No.281 第3回 ICTサポーター養成講座

対　　象 おおむね50歳以上で、電子メールやインターネットを日常的に使っている方。

申込期間 12月1日(土)～1月31日(木)

内　　容

レゴブロックを組み立て、パソコンから簡単なプログラ
ミングでロボットを動かします。毎回違ったロボットを
組み立てます。当講座経験者は別のロボット組み立てに
チャレンジします。

申込方法 電話

問合せ先 湖南ネットITスクール TEL:077-587-2501

No.280 育てエンジニア！ロボット教室 クラス2

対　　象 小学校4年生～6年生

申込期間 ～12月14日(金)

内　　容

希望が丘の素晴らしい自然環境の中、小学生とその保護
者を対象に指導者によるランニング指導を通じて、走る
楽しさと親子のふれあいを深めることを目的とする。

申込方法 往復ハガキ(参加者氏名、学年、性別、保護者氏名、年齢、性別、住所、電話、保護者参加・同伴かを明記)

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園-スポーツ会館 TEL:077-588-3251

No.282 希望が丘家族ふれあいランニングスクール2019

対　　象 県内の小学生とその保護者((小学生のみの参加可)、300名

申込期間 ～12月4日(火)、当日消印有効

内　　容

パソコン初心者の人にシニアの目線でやさしく教えるた
めのインストラクター養成講座です。ワードやエクセル
などの学習ではありません。(全5回)

申込方法 電話、FAX、ﾒｰﾙ

問合せ先 湖南ネットITスクール TEL:077-587-2501

内　　容

地面にチョークで大きな絵や文字を思い切り描きましょ
う。 描いた後は、消すところまでしっかりやろうね。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園 TEL:077-586-2110

No.283 のびのびペインティング

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

開催期間中随時

内　　容

富本憲吉、河井寛次郎、濱田庄司、北大路魯山人、荒川
豊蔵、小山冨士夫、八木一夫、熊倉順吉、日根野作三、
鈴木治、岡本太郎、横尾忠則、ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾗｳｼｪﾝﾊﾞｰｸﾞ、近現
代を代表する作家の作品や資料を紹介。

申込方法 窓口

問合せ先 滋賀県立陶芸の森 TEL:0748-83-0909

No.276 特別展「信楽に魅せられた美の巨匠たち」

対　　象 どなたでも

申込期間
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期 日 等 3月8日(金) 18:30～20:30

子 場　　所 滋賀県総合教育センター 

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 3月3日、10日 日曜日 13:00～15:00

子 場　　所 滋賀県立近江富士花緑公園

費　　用 お1人さま600円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2月3日、17日、24日 日曜日 11:00～15:00 (昼休み1時間)

場　　所 滋賀県立近江富士花緑公園

費　　用 お1人さま4,500 円(3回分・保険料込)

分　　野

技術・産業

期 日 等 2月11日(月・祝) 9:30～11:30

子 場　　所 滋賀県立近江富士花緑公園

費　　用 お1人さま300 円

分　　野

自然・環境

期 日 等 ～12月2日(日) 9:00～17:00 (入館16:30まで) 月曜休館

子 場　　所 銅鐸博物館(野洲市歴史民俗博物館)

費　　用 大人200円・学生150円・小中学生100円、野洲市民は入館無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第1,2,4,5日曜日 10:30～11:00

子 場　　所 野洲図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第1土曜日 10:30～10:50

子 場　　所 野洲図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

滋賀県総合教育センター 

滋賀県⽴近江富⼠花緑公園

銅鐸博物館(野洲市歴史⺠俗博物館)

野洲図書館

No.284 冬の天体観望会

対　　象 滋賀県民の方

申込期間 ～1月23日(水)必着

内　　容

竹を使って、炭火でホクホクのバームクーヘンを作ろ
う！

申込方法 電話、窓口(ｲﾍﾞﾝﾄ名・開催日、氏名、年齢、電話を明記)

問合せ先 滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

No.285 バームクーヘン作り

対　　象 どなたでも(小学生以下は保護者同伴)

申込期間 予約受付7月1日～先着順

内　　容

口径25cm屈折望遠鏡などでの観望・プラネタリウム投
影・科学体験など盛りだくさんです。 参加料が無料とい
うのも魅力的です。天体観望:月の模様 プラネタリウム:
冬の大三角、北斗七星

申込方法 往復はがき(希望日、参加者全員の氏名と年齢、代表者住所・電話を明記)

問合せ先 滋賀県総合教育センター-天体観望会担当-宛 TEL:077-588-2311

No.287 野鳥観察会

対　　象 どなたでも(小学生以下は保護者同伴)

申込期間 予約受付7月1日～先着順

内　　容

大人向けの木工体験を通じて、専門講師のアドバイスを
受けながら木工技術を学びます。(3回連続体験)

申込方法 電話、窓口(ｲﾍﾞﾝﾄ名・開催日、氏名、年齢、電話を明記)

問合せ先 滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

No.286 大人の木工教室

対　　象 木工経験のある高校生以上

申込期間 予約受付7月1日～先着順

内　　容

博物館の開館30周年を記念して、遷座1300年を迎えた兵
主大社の歴史と文化を紹介する展覧会を開催します。

申込方法 窓口

問合せ先 野洲市歴史民俗博物館 TEL:077-587-4410

No.288
開館30周年特別展「遷座1300年記念 兵主大社展
―琵琶湖を渡って来た神さま―(後)」

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

内　　容

専門講師と一緒に花緑公園で見られる野鳥を観察しよ
う！

申込方法 電話、窓口(ｲﾍﾞﾝﾄ名・開催日、氏名、年齢、電話を明記)

問合せ先 滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

No.290 にこにこのじかん

対　　象 0歳からどなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせ・かみしばい

申込方法 当日会場

問合せ先 野洲図書館 TEL:077-586-0218

No.289 おはなしの森

対　　象 4歳ぐらいから

申込期間 申込不要

内　　容

乳幼児向けのおはなし会
実演:グループ「にこにこさん」

申込方法 当日会場

問合せ先 野洲図書館 TEL:077-586-0218

９.野洲市内で開催される講座・教室
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期 日 等 第2・4木曜日 11:00～11:20

子 場　　所 野洲図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第3日曜日

子 場　　所 野洲図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月23日(日・祝) 14:30～15:30

子 場　　所 野洲図書館

費　　用 無料

分　　野

期 日 等 1月12日(土)、13日(日) 9:00～10:30

子 場　　所 12日中主吉川／野洲市、13日曽根沼／彦根市

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 2月19日(火) 13:00～17:00

場　　所 滋賀県野洲市

費　　用 会員:5,340円 一般:7,020円 (拝観料等を含む)

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2月23日(土) 13:00～17:00

場　　所 滋賀県野洲市

費　　用 会員:5,340円 一般:7,020円 (拝観料等を含む)

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎週土曜日10:00～12:00

場　　所 湖南市市民学習交流センター OA研修室

費　　用 毎回700円

分　　野

技術・産業

期 日 等 2月3日、2月10日、2月17日、2月24日 日曜日 10:00～12:00

子 場　　所 湖南市市民学習交流センター OA研修室

費　　用 2,000円(4回分)

分　　野

技術・産業

内　　容

パソコン初心者でも簡単にプログラミングのしくみを体
験できます。レゴブロックで作ったロボットを使い、課
題コースに合わせてプログラミングに挑戦します。

申込方法 電話

問合せ先 湖南ネットITスクール TEL:077-587-2501

No.298 育てエンジニア！ロボットプログラミング教室

対　　象 湖南市在住の小学校4年生～6年生

申込期間 ～1月31日(木)

内　　容

パソコンを始めたい方や、パソコン初心者の方に、楽し
いパソコンの使い方を教えます。パソコンで分からない
ことも、個別指導します。

申込方法 電話

問合せ先 湖南ネットITスクール TEL:077-587-2501

No.297 サンヒルズぱそこん塾

対　　象 どなたでも

申込期間 随時

内　　容

辻町・小篠原・妙光寺・三上を歩き、寺社や遺跡の見学
を通して、地域の歴史を考えます。第1回、第2回とも同
一内容です。 【見学予定地】■西徳寺 浄土宗。 ■大岩
山古墳群■日吉神社 ■福林寺跡磨崖佛■御上神社など

申込方法 電話、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 龍谷エクステンションセンター ＲＥＣ滋賀 TEL:077-543-7848

No.296 近江の歴史散策42《第2回》 野洲を歩く

対　　象 一般、初めての方もご参加ください。

申込期間 ～2月9日(土)

内　　容

辻町・小篠原・妙光寺・三上を歩き、寺社や遺跡の見学
を通して、地域の歴史を考えます。第1回、第2回とも同
一内容です。 【見学予定地】■西徳寺 浄土宗。 ■大岩
山古墳群■日吉神社 ■福林寺跡磨崖佛■御上神社など

申込方法 電話、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

問合せ先 龍谷エクステンションセンター ＲＥＣ滋賀 TEL:077-543-7848

No.295 近江の歴史散策42《第1回》 野洲を歩く

対　　象 一般、初めての方もご参加ください。

申込期間 ～2月5日(火)

内　　容

カモは小鳥のようなすばやい動きが少なく、比較的観察
しやすい野鳥です。寒いけれど、カモが多いこの季節に
野鳥観察をはじめてみませんか。

申込方法 電話、FAX、ﾒｰﾙ、公園HPから

問合せ先 滋賀県営都市公園湖岸緑地(近江鉄道ゆうグループ) TEL:077-584-5330

No.294 カモからはじめる野鳥観察

対　　象 小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)

申込期間 ～1月11日(金)

問合せ先 野洲図書館 TEL:077-586-0218

No.293 おはなし会

対　　象 4歳くらいから

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし・絵本の読み聞かせ
演:子ども・本・文化を考える会
時間:0・1・2才向け10:10～ / 3・4・5才向け10:40～ /
小学生向け11:10～

申込方法 当日会場

問合せ先 野洲図書館 TEL:077-586-0218

No.292 えほんとおはなしの時間ずくぼんじょ

対　　象 第1部(0～2歳向け)、第2部(3～5歳向け)、第3部(小学生向け)

申込期間 申込不要

内　　容

大型絵本の読み聞かせ・かみしばい・工作ほか

申込方法 当日会場

内　　容

乳幼児向けのおはなし会

申込方法 当日会場

問合せ先 野洲図書館 TEL:077-586-0218

No.291 ちっちゃなおはなしの森

対　　象 0～3歳向け

申込期間 申込不要

野洲市内

湖南市市⺠学習交流センター

９.野洲市内／ 10. 湖南市内で開催される講座・教室

野
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南
市
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 第2日曜 11:00～12:00

子 場　　所      湖南市立石部図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第3金曜日 11:00～11:20

子 場　　所 湖南市立石部図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第4土曜日 16:00～16:30

子 場　　所 湖南市立石部図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1金曜日 11:00～11:30

子 場　　所 湖南市立甲西図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日 第1部14:00～14:20、第2部14:30～15:00

子 場　　所 湖南市立甲西図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4日曜 15:00～15:30

子 場　　所 湖南市立甲西図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 指定の水曜日・日曜日 10:30～11:30

場　　所 滋賀県動物保護管理センター ふれあい友遊館 

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

     湖南市⽴⽯部図書館

湖南市⽴甲⻄図書館

滋賀県動物保護管理センター

内　　容

絵本の読み聞かせ ほか
演:グループ「ピッコロロ」

申込方法 当日会場

問合せ先 湖南市立石部図書館 TEL:0748-77-6252

No.299 きじっこおはなし会

対　　象 幼児～小学生向け

申込期間 申込不要

No.301 よっといでたいむ

対　　象 幼児～小学生向け

申込期間 申込不要

内　　容

おひざにだっこのお話会。絵本の読み聞かせ ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 湖南市立石部図書館 TEL:0748-77-6252

No.300 よっといでたいむ

対　　象 入園前のお子さん向け

申込期間 申込不要

内　　容

手遊び・絵本の読み聞かせ ほか
実演:グループ「ちっちゃなかぜ」

申込方法 当日会場

問合せ先 湖南市立甲西図書館 TEL:0748-72-5550

No.302 ちっちゃなかぜおはなし会

対　　象 入園前のお子さん向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせほかのおはなし会

申込方法 当日会場

問合せ先 湖南市立石部図書館 TEL:0748-77-6252

No.304 おはなしの森

対　　象 幼児～小学生向け

申込期間 申込不要

内　　容

実演:グループ「ちっちゃなかぜ」 手遊び・絵本の読み
聞かせ ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 湖南市立甲西図書館 TEL:0748-72-5550

No.303 ちっちゃなかぜおはなし会

対　　象 第1部(4歳以上の幼児向け)、第2部(小学生向け)

申込期間 申込不要

内　　容

猫を飼うための基礎的な勉強や当所から猫を譲り受ける
前の心構えなどを説明します。
◎詳細は「滋賀県動物保護管理センター」ＨＰ参照

申込方法 当日現地

問合せ先 一般財団法人-滋賀県動物保護管理協会 TEL:0748-75-6522

No.305 猫の正しい飼い方講習会・譲渡前講習会

対　　象 猫の譲渡を希望する方、、飼い方を学びたい方、現在飼養中の方

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし・絵本の読み聞かせ ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 湖南市立甲西図書館 TEL:0748-72-5550

10. 湖南市内で開催される講座・教室

湖
南
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 指定の水曜日・日曜日 13:30～15:00

場　　所 滋賀県動物保護管理センター ふれあい友遊館

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 新規:第1・2・3火曜、継続:第4火曜 午前の部10:30～、午後の部13:30～

場　　所 滋賀県動物保護管理センター ふれあい友遊館

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎月第1日曜 15:30～16:00

子 場　　所 高島市立安曇川図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3日曜 14:30～15:00

子 場　　所 高島市立安曇川図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日 11:00～11:30

子 場　　所 高島市立マキノ図書館 絵本コーナー

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第2日曜日 15:30～16:00

子 場　　所 高島市立今津図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第4火曜日 10:30～10:50

子 場　　所 高島市立今津図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

⾼島市⽴安曇川図書館

⾼島市⽴マキノ図書館

⾼島市⽴今津図書館

No.307 犬のしつけ方教室

対　　象 犬の基本的な接し方やトレーニング方法を学びたい方

申込期間 前週の金曜日まで

内　　容

犬を飼うための基礎的な勉強や当所から犬を譲り受ける
前の心構え。○譲渡の流れ:譲渡希望登録後、候補犬が現
れた場合はお見合い後譲渡。◎詳細は「滋賀県動物保護
管理協会」ＨＰ参照

申込方法 当日会場

問合せ先 一般財団法人-滋賀県動物保護管理協会 TEL:0748-75-6522

No.306 犬の正しい飼い方講習会・譲渡前講習会

対　　象 犬の譲渡を希望している方、飼い方を学びたい方

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしサークル「すぃ～とぽてと」さんによる読み聞
かせやブックトーク。

申込方法 当日会場

問合せ先 高島市立安曇川図書館 TEL:0740-32-4711

No.308 おはなし会

対　　象 幼児・児童向け

申込期間 申込不要

内　　容

アイコンタクト、オスワリ、ハウストレーニングなど飼
い主との実技や災害にも役立つトレーニングを学びま
す。
◎詳細は「動物保護管理協会」ＨＰ参照

申込方法 電話

問合せ先 一般財団法人-滋賀県動物保護管理協会 TEL:0748-75-6522

No.310 おはなし会

対　　象 幼児向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしサークル 「くれよん」さんによる読み聞かせ、
ブックトーク。

申込方法 当日会場

問合せ先 高島市立安曇川図書館 TEL:0740-32-4711

No.309 おはなし会

対　　象 幼児・児童向け

申込期間 申込不要

内　　容

「いまづおはなしサークル」さんによる読み聞かせ。

申込方法 当日会場

問合せ先 高島市立今津図書館 TEL:0740-22-3827

No.311 おはなし会

対　　象 幼児・児童向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしボランティア「しゃぼん玉ふわふわ」さんによ
るおはなし会です。 絵本の読みきかせや紙芝居などをし
ています。

申込方法 当日会場

問合せ先 高島市立マキノ図書館 TEL:0740-27-0350

内　　容

おはなし会

申込方法 当日会場

問合せ先 高島市立今津図書館 TEL:0740-22-3827

No.312 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 乳幼児向け

申込期間 申込不要

10. 湖南市内／ 11. 高島市内で開催される講座・教室

高
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フィーチャーフォンスマートフォン

期 日 等 毎月第2木曜日 10:30～11:00

子 場　　所 高島市立新旭図書室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 月1回土曜日 11:00～11:30

子 場　　所 高島市立朽木図書サロン 

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜 10:30～11:30

子 場　　所 高島市立高島図書室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 通年 9:00～17:00/18:00/19:00(季節により異なる) 

子 場　　所 滋賀県立びわ湖こどもの国

費　　用 200円～

分　　野

技術・産業

期 日 等 土日祝・学校休業日(夏・冬・春休み)

子 場　　所 滋賀県立びわ湖こどもの国

費　　用 小中学生400円、高校生620円、大人1,000円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 ～12月9日(日) 9:30～17:00

子 場　　所 近江商人博物館 特別展示室

費　　用 大人300円、小人150円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2月1日(金)～3月21日(木)

子 場　　所 近江商人博物館

費　　用 大人300円、小中学生150円

分　　野

文学・歴史

⾼島市⽴⾼島図書室

滋賀県⽴びわ湖こどもの国

近江商人博物館

No.316

⾼島市⽴新旭図書室

No.313 おはなし会

対　　象 乳幼児～幼児対象

申込期間 申込不要

内　　容

絵本読み語りサークル 「ほっとけーき」による、おはな
し会。

申込方法 当日会場

問合せ先 高島市立朽木図書サロン TEL:0740-38-2324

No.314 おはなし会

対　　象 幼児向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし・絵本の読み聞かせほか

申込方法 当日会場

問合せ先 高島市立新旭図書室 TEL:0740-25-2811

⾼島市⽴朽⽊図書サロン 

工作広場(おもちゃ作り)

対　　象 子ども向け 団体の方もご利用いただける工作です(要予約)

申込期間 団体利用は5日前までに必要書類提出

内　　容

おはなしサークル「おはなしびっくり箱」さんによる読
み聞かせ。

申込方法 当日会場

問合せ先 高島市立高島図書室 TEL:0740-36-2160

No.315 おはなし会

対　　象 幼児・児童

申込期間 申込不要

内　　容

高さ9メートルある壁のぼり！小学生から大人の方まで安
心してチャレンジいただけます。※滋賀県在住の方は半
額になります(要証明書)受付の際に住所のわかるものを
ご提示ください。

申込方法 当日朝9時より窓口にて先着順で受付。 1時間毎に定員あり。

問合せ先 滋賀県立びわ湖こどもの国 TEL:0740-34-1392

No.317 クライミング体験教室

対　　象 どなたでも

申込期間 当日受付

内　　容

来園時にいつでも利用できる工作広場(おもちゃ作り)。
各工作1時間以内に終わる内容。うちわ、プラ板キーホル
ダー、凧作りなど。◎詳細は「びわ湖こどもの国」ＨＰ
参照

申込方法 電話、当日現地

問合せ先 滋賀県立びわ湖こどもの国 TEL:0740-34-1392

No.319 商家に伝わるひな人形めぐり

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

東近江市五個荘金堂地区が重要伝統的建造物群保存地区
に選定されて20年を記念して、まち並みのの見どころを
紹介する展示をします。

申込方法 窓口

問合せ先 東近江市近江商人博物館・中路融人記念館 TEL:0748-48-7101

No.318
重伝建選定20年記念展～ひと・まち・くらし五
個荘金堂の選択～

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

内　　容

江戸時代後期から明治・大正・昭和初期と各時代の近江
商人の里のひな人形を一堂に展示します。全国各地の素
朴な郷土玩具のおひな様やままごとセットもお楽しみく
ださい。

申込方法 窓口

問合せ先 東近江市近江商人博物館・中路融人記念館 TEL:0748-48-7101

11. 高島市内／ 12. 東近江市内で開催される講座・教室

高
島
市
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近
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期 日 等 12月8日(土) 14:00～16:00

子 場　　所 滋賀県平和祈念館 

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2月16日(土) 14:00～16:30

子 場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 3月17日(日) 15:00～16:00

子 場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月9日、1月13日、2月10日、3月17日 日曜 13:30～15:00

場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月8日(土)、2月9日(土) 14:00～15:30

場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月23日、1月27日、2月24日、3月24日 日曜日 13:30～

場　　所 滋賀県平和祈念館 2階研修室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 1月12日(土)、3月9日(土) 14:00～15:30

場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 ～12月24日(月・祝) 9:30～17:00

子 場　　所 中路融人記念館

費　　用 大人300円、小人150円

分　　野

芸術・伝統

滋賀県平和祈念館 

中路融人記念館

内　　容

『作ろう戦時のおもちゃ【お手玉】』 戦時はおもちゃも
手作りでした。今回は、簡単なお手玉を作って当時の子
どもたちやお家の人の気持ちを考えます。

申込方法 電話、FAX、郵送、ﾒｰﾙ(名前・電話・住所・講座名を明記)

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

No.320
子ども向け体験型平和学習「平和の学校あか
り」 第12回 作ろう戦時のおもちゃ

対　　象 小学6年生～中学3年生、親子参加可能

申込期間 1週間前まで。※定員に達し次第受付終了。

No.322
子ども向け体験型平和学習「平和の学校あか
り」 第14回 平和の学校あかり 体験報告会

対　　象 小学6年生～中学3年生、親子参加可能

申込期間 1週間前まで。※定員に達し次第受付終了。

内　　容

『発信！わたしの平和への思い』 次回の報告会に向け
て、様々な形で平和への思いをまとめます。あなたが平
和の学校あかりで学んだことは何ですか。

申込方法 電話、FAX、郵送、ﾒｰﾙ(名前・電話・住所・講座名を明記)

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

No.321
子ども向け体験型平和学習「平和の学校あか
り」 第13回 発信！わたしの平和への思い

対　　象 小学6年生～中学3年生、親子参加可能

申込期間 1週間前まで。※定員に達し次第受付終了。

内　　容

戦時中の体験をお持ちの方を語り部としてお招きし、
「戦争体験を聞く会」を開催しています。ご本人から直
接お話を聞くことのできる貴重な機会です。

申込方法 当日受付 先着順

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

No.323 戦争体験を聞く会

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

『平和の学校あかり 体験報告会』 当館周年事業にて平
和の学校あかりで体験、学習したことを発表します。ま
た、閉校式も行います。

申込方法 電話、FAX、郵送、ﾒｰﾙ(名前・電話・住所・講座名を明記)

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

No.325 滋賀県平和祈念館 映画上映会

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

自分史とは、自分の記憶をたよりに、自分のことばで、
自分の生きた時代の証言を綴ることです。 本講座では、
皆さまの自分史づくりをお手伝いします。

 講師:滋賀県平和祈念館 館長 端 信行

申込方法 電話、FAX、ﾒｰﾙ(氏名、住所、電話を明記)

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

No.324 館長講座「自分史づくり講座」

対　　象 一般

申込期間 随時

内　　容

今年度からの新しい取組として同講座をはじめます。戦
争体験者の方々の高齢化がすすむ中「語り部」の育成は
非常に大切なものになっています。

 講師:滋賀県平和祈念館 館長 端 信行

申込方法 電話、FAX、ﾒｰﾙ(氏名、住所、電話を明記)

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

No.326 語り部次世代育成講座

対　　象 一般

申込期間 随時

内　　容

毎月、平和や戦争をﾃｰﾏにした映画の上映会を開催してい
ます。■12月「東京物語」(135分) ■1月「カラーで見る
太平洋戦争」(60分) ■2月「独裁者」(126分) ■3月「あ
の日、僕らは戦場で」(72分)

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

内　　容

ご遺族から寄贈された小下図を出展します。作品制作の
裏側が分かります。

申込方法 窓口

問合せ先 東近江市近江商人博物館・中路融人記念館 TEL:0748-48-7101

No.327 日本画ができるまで～小下図おひろめ展～

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

12. 東近江市内で開催される講座・教室

東
近
江
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期 日 等 2月1日(金)～4月7日(日)

子 場　　所 中路融人記念館

費　　用 大人300円、小中学生150円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 第1水曜、第4土曜11:00～11:30

子 場　　所 東近江市立八日市図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4土曜日 14:30～15:00

子 場　　所 東近江市立八日市図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎週土曜日(第4土曜日除く) 14:30～15:00 

子 場　　所 東近江市立八日市図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 月1回 指定の木曜日 11:00～11:30

子 場　　所 東近江市立永源寺図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎週土曜日 11:00～11:30

子 場　　所 東近江市立永源寺図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第1・3土曜 11:00～11:30

子 場　　所 東近江市立五個荘図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4日曜日 10:30～ 

子 場　　所 東近江市立五個荘図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

東近江市⽴八日市図書館

東近江市⽴永源寺図書館

東近江市⽴五個荘図書館

No.328 融人が愛した冬

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

赤ちゃんと家族のためのおはなしかい。絵本の開き読
み・手遊びなど。

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立八日市図書館 TEL:0748-24-1515

No.329 おひざでだっこのおはなしかい

対　　象 3歳児以下の親子を対象

申込期間 申込不要

内　　容

晩秋から初春にかけての冷たく澄んだ空気を好んだ中路
融人は、冬の風景を多数描き残しています。各地の冬の
情景をご覧ください。

申込方法 窓口

問合せ先 東近江市近江商人博物館・中路融人記念館 TEL:0748-48-7101

No.331 えほんのじかん

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み語りやストーリーテリング ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立八日市図書館 TEL:0748-24-1515

No.330 おはなしのじかん

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし会

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立永源寺図書館 TEL:0748-27-8050

No.332 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 3歳児以下の親子を対象

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしや絵本の読み語り

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立八日市図書館 TEL:0748-24-1515

No.334 おはなし会

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし会・絵本の読み語り

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立永源寺図書館 TEL:0748-27-8050

No.333 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

子ども向けの映画会

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立五個荘図書館 TEL:0748-48-2030

No.335 こどもえいが会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み語り･紙芝居･パネルシアター ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立五個荘図書館 TEL:0748-48-2030

12. 東近江市内で開催される講座・教室
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近
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期 日 等 月1回 第3木曜日 10:30～11:00

子 場　　所 東近江市立五個荘図書館 

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第1土曜日 10:30～11:00

子 場　　所 東近江市立愛東図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第2・4土曜日 10:30～11:00

子 場　　所 東近江市立愛東図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1水曜日 11:00～11:20

子 場　　所 東近江市立湖東図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第2土曜日 15:30～16:00

子 場　　所 東近江市立湖東図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3、4土曜日 14:30～15:00 

子 場　　所 東近江市立湖東図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 月1回 金曜日 10:30～11:00

子 場　　所 東近江市立能登川図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎週土曜日 14:30～15:00

子 場　　所 東近江市立能登川図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

東近江市⽴愛東図書館

東近江市⽴湖東図書館

東近江市⽴能登川図書館

No.337 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 3歳児以下の親子を対象

申込期間 申込不要

内　　容

乳幼児と保護者対象のおはなし会。絵本、ふれあい遊
び、わらべうたです。

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立五個荘図書館 TEL:0748-48-2030

No.336 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 乳幼児と保護者対象

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし・絵本の読み語り

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立愛東図書館 TEL:0749-46-2266

No.338 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし会

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立愛東図書館 TEL:0749-46-2266

No.340 てんとうむしの紙芝居

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

0～3歳くらいまでのお子さんと保護者の方も一緒に手遊
びや絵本を楽しんでいただけます。

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立湖東図書館 TEL:0749-45-2300

No.339 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 0～3歳ごろまでの親子向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読みがたり ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立湖東図書館 TEL:0749-45-2300

No.341 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしボランティアグループによる紙芝居

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立湖東図書館 TEL:0749-45-2300

No.343 おはなしタイム

対　　象 3歳児以上の子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし会

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立能登川図書館 TEL:0748-42-7007

No.342 おひざでだっこ

対　　象 3歳児以下の子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし会

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立能登川図書館 TEL:0748-42-7007

12. 東近江市内で開催される講座・教室
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期 日 等 第4日曜日 14:00～

子 場　　所 東近江市立能登川図書館 集会ホール

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3金曜日 11:00～11:30

子 場　　所 東近江市立蒲生図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4土曜日 10:30～11:00

子 場　　所 東近江市立蒲生図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 11月7日(水)～12月16日(日)

子 場　　所 東近江市立蒲生図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月1日(土) 15:00～16:30

場　　所 蒲生コミュニティセンター・小ホール

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月8日(土) 14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 滋賀県立文化産業交流会館 小劇場

費　　用 一般1,000円、25歳以下500円 ※当日一般200円増、25歳以下100円増

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月9日(日) 9:50～15:00

子 場　　所 滋賀県立文化産業交流会館

費　　用 入場無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 12月22日(土)15:00開演(14:30開場)、23日(日)14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 滋賀県立文化産業交流会館 小劇場

費　　用 一般1,000円、25歳以下500円 ※当日各500円増 ※小学生以上有料

分　　野

芸術・伝統

東近江市⽴蒲⽣図書館

滋賀県⽴⽂化産業交流会館

内　　容

子ども向けの映画上映会

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立能登川図書館 TEL:0748-42-7007

No.344 ライブラリーシアター 子ども向け

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

No.346 もこもこおはなしかい

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読みがたり ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立蒲生図書館 TEL:0748-55-5701

No.345 ちっちゃいおはなしの森

対　　象 0.1.2歳向け

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループによる絵本の読みがたり ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立蒲生図書館 TEL:0748-55-5701

問合せ先 滋賀県立文化産業交流会館 TEL:0749-52-5111

No.349
びわ湖ホール声楽アンサンブル みんなで作ろ
う！林 光作曲 オペラ「森は生きている」

対　　象 3歳未満のお子様はご入場いただけません。

申込期間 発売中 ※当日券は残席がある場合のみ販売。

内　　容

ロシアの児童文学作家サムイル・マルシャークの原作
に、林 光が作曲したオペラ『森は生きている』。初めて
観るオペラにぴったりのこの作品をさらに気軽に楽しめ
るよう1時間程度の特別バージョンに新制作。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ

問合せ先 東近江市立蒲生図書館 TEL:0748-55-5701

No.347 山口マオさんと楽しむ 絵本「わにわに」の世界

対　　象 子ども～大人向け

申込期間 申込不要

対　　象 大人向け

申込期間 12月1日(土)まで(定員になり次第終了)

No.351
音楽劇「教室くん」(滋賀県次世代育成ユースシ
アター事業)

対　　象 どなたでも

申込期間 発売中

内　　容

今年度は、金田賢一さん(俳優)と丸尾めぐみさん(音楽
家)を記念公演に迎えお話をして頂きます。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県人権センター TEL:077-522-8253

No.350 県民のつどい

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

県民キャストでお届けする音楽劇、今年は新作「教室く
ん」を上演します。 ストーリー:大田舎小学校5年3組の
皆がお話の主人公。 トラブルに巻き込まれながらも、友
達、愛情、夢、個性を育む子どもたちの物語。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ

問合せ先 滋賀県立文化産業交流会館 TEL:0749-52-5111

内　　容

「わにわに」シリーズの誕生のひみつや製作の裏話を山
口マオさんにお話しいただきます。

申込方法 電話、FAX

問合せ先 東近江市立蒲生図書館 TEL:0748-55-5701

No.348 講演会「わにわに」のないしょ話

内　　容

山口マオさんの絵本「わにわに」シリーズの原画展

申込方法 申込不要

12. 東近江市内／ 13. 米原市内で開催される講座・教室

米
原
市

東
近
江
市
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期 日 等 1月19日(土) 14:30開演(14:00開場)

子 場　　所 滋賀県立文化産業交流会館 イベントホール内特設舞台「長栄座」

費　　用 一般3,000円、25歳以下2,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月20日(日) 14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 滋賀県立文化産業交流会館 イベントホール内特設舞台「長栄座」

費　　用 一般2,500円、25歳以下1,500円 ※当日各500円増

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月27日(日) 14:00開演 13:30開場

子 場　　所 滋賀県立文化産業交流会館 イベントホール

費　　用 (1階)一般2000円、18歳以下1500円(2階)一般1000円、18歳以下800円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月21日(木・祝) 14:00開演(13:30開場)※公演時間約60分

子 場　　所 滋賀県立文化産業交流会館 小劇場

費　　用 中学生以下無料 ※要整理券、高校生以上500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 コースにより異なる

場　　所 テクノカレッジ米原、テクノカレッジ草津(滋賀県立高等技術専門校)

費　　用 コースにより異なります

分　　野

技術・産業

期 日 等 毎月第1・第3日曜日 14:00～15:00

子 場　　所 米原市立山東図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第2水曜日、第3土曜日 11:00～11:30(休館日除く)

子 場　　所 米原市立近江図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

テクノカレッジ⽶原(滋賀県⽴⾼等技術専門校)

⽶原市⽴山東図書館

⽶原市⽴近江図書館

内　　容

長栄座で楽しむ平成最後の新春を彩る名演の数々。関西
屈指の流儀の宗家及び家元を招聘して至芸を披露。【演
目】 第一部:地歌「竹生島」、長唄「猩々」、長唄「二
人椀久」 第二部:地歌「水鏡」、長唄「竹生島」

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ

問合せ先 滋賀県立文化産業交流会館 TEL:0749-52-5111

No.352
芝居小屋「長栄座」新春公演「至芸」～相伝の
美学～

対　　象 就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

申込期間 発売中

No.354 フィールドアート media mix 2019

対　　象 どなたでも

申込期間 発売中※3歳以上有料※当日各500円増

内　　容

国内外で活躍する邦楽界注目の奏者たちが勢揃い。 新春
におくるスペシャル和洋コラボ・コンサート。 水源の里
まいばらの美しい風景の映像とともに日本の歌と和楽器
の音色で癒しのひとときをお過ごしください。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ

問合せ先 滋賀県立文化産業交流会館 TEL:0749-52-5111

No.353
芝居小屋「長栄座」新春公演 湖国にて～歌と和
楽器の出逢いの刻～

対　　象 就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

申込期間 発売中

内　　容

「アートのじかん」は、県内の学校授業で芸術体験活動
を行っていますが、『家族のみんなにみせてあげたい
と』と感想をいただきます。そこで、ご家族で一緒に楽
しんでいただこうと満を持してのコンサート開催！！

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ

問合せ先 滋賀県立文化産業交流会館 TEL:0749-52-5111

No.355 アートのじかん関連企画 もっともっとバウム！

対　　象 小学生以下は保護者同伴のこと。

申込期間 12月15日(土)整理券配布＆チケット発売開始

内　　容

文産会館がお贈りするマーチングバンドの祭典！各団体
によるエネルギッシュなパフォーマンスをお楽しみくだ
さい。

申込方法 チケットセンター

問合せ先 滋賀県立文化産業交流会館 TEL:0749-52-5111

No.357 おはなし会

対　　象 0～3歳向け

申込期間 申込不要

内　　容

働くみなさんを対象とした「技能向上セミナー」。貴事
業所の研修や自己啓発にご活用ください。・機械系 ・溶
接系 ・電気・電子系など。◎詳細は「テクノカレッジ」
ＨＰ参照

申込方法 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ(しがネット受付)、FAX、郵送、持参

問合せ先 滋賀県立高等技術専門校-米原校TEL:0749-52-5300/草津校077-564-3297

No.356
平成30年度テクノカレッジ「技能向上セミ
ナー」

対　　象 一般(※コースにより異なります)

申込期間 ～各開講日の1か月前まで

内　　容

絵本の読みきかせ ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 米原市立近江図書館 TEL:0749-52-5246

No.358 おはなし会

対　　象 0～3歳向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読みきかせ ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 米原市立山東図書館 TEL:0749-55-4554

13. 米原市内で開催される講座・教室

米
原
市
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期 日 等 1月27日(日) 14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 ルッチプラザ ベルホール310

費　　用 一般1,500円、高校生以下500円(当日各500円増)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月27日(木) 13:00～15:00

場　　所 レイカディア大学 米原校 県立文化産業交流会館1階 小劇場

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 通年 9:00～16:00

子 場　　所 滋賀県畜産技術振興センター 

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎週土曜日 10:30～11:00

子 場　　所 日野町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日 11:15～11:45

子 場　　所 日野町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 <3>12月8日(土)、<4>2月2日(土) 9:00～14:00頃

子 場　　所 希望が丘文化公園 スポーツ会館あるいは青年の城 集合

費　　用 1人400円

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月23日(日) 9:30～15:30

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園

費　　用 3歳以上1200円、中学生以上1500円

分　　野

くらし・健康

ルッチプラザ

レイカディア大学 ⽶原校

滋賀県畜産技術振興センター 

日野町⽴図書館

滋賀県希望が丘⽂化公園

No.360
滋賀県レイカディア大学 公開講座 米原校「福
祉と芸術のあわいから生まれるもの」

対　　象 概ね50歳以上の県内居住の方(未入学の方対象)

申込期間 ～12月25日(火) ※先着順

内　　容

「古典派(ｸﾗｼｯｸ)音楽」をﾃｰﾏに、ｵｰﾙ・ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで
お届けする室内楽ｺﾝｻｰﾄ。 彦根JOYｼﾞｭﾆｱｵｰｹｽﾄﾗ、まいば
ら市民ｺｰﾗｽとｿﾌﾟﾗﾉ、ﾌﾙｰﾄ、ﾋﾟｱﾉのｱﾝｻﾝﾌﾞﾙをお楽しみく
ださい。

申込方法 ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ(ﾙｯﾁﾌﾟﾗｻﾞ、文化産業交流会館、ひこね市文化ﾌﾟﾗｻﾞなど)

問合せ先 米原市民交流プラザ(ルッチプラザ)ベルホール310 TEL:0749-55-4550

No.359 エンジョイ・ザ・クラシック

対　　象 未就学児は親子室での鑑賞となります

申込期間 発売中

内　　容

動物たちとのふれあいを通じて生命の温かさ・大切さを
学び、家畜への親しみと理解を深めていただくため、セ
ンターの一部を「ふれあい広場」として県民のみなさま
へ解放しています。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県畜産技術振興センター TEL:0748-52-1221

No.361 滋賀県畜産技術振興センター「ふれあい広場」

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

～滋賀にあるからこそできるNO-MAの実践～ 「障害者と
健常者」をはじめとする様々なボーダーを超えていく取
りくみを学びます。講師:社会福祉法人 グロー 田端一恵
氏 ■学校説明会(自由参加)15:10～15:40

申込方法 電話、FAX、郵送(氏名・年齢・住所・電話・参加日を明記。)

問合せ先 滋賀県レイカディア大学 TEL:077-567-3901

No.363 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 3歳までのお子さんとその保護者対象

申込期間 申込不要

内　　容

絵本・紙芝居・おはなし・手遊び

申込方法 当日会場

問合せ先 日野町立図書館 TEL:0748-53-1644

No.362 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

自然がいっぱいの公園周辺の里山をハイキングします。
第3回「吉祥寺山から北陵コースへ」
第4回「田中山から花緑公園へ」

申込方法 電話、FAX、ﾒｰﾙ(住所・氏名(ふりがな)・電話を明記)

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園-スポーツ課 TEL:077-588-3251

No.364 ハイキング<3><4>

対　　象 小学生以上(小学生は保護者同伴)、30名

申込期間 前日の正午まで

内　　容

絵本・手あそび・わらべうた ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 日野町立図書館 TEL:0748-53-1644

内　　容

ローストチキンをはじめとするクリスマスの野外調理や
クラフトを楽しみます。

申込方法 FAX、ﾒｰﾙ(参加者全員の住所、氏名、性別、生年月日、学校名、学年、電話を明記)

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園 TEL:077-586-2110

No.365 わいわいクリスマスクッキング

対　　象 子どもを含む家族やグループ、120名

申込期間 11月9日(金)～先着順

13. 米原市内／ 14. 日野町内／ 15. 竜王町内で開催される講座・教室
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米
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市
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期 日 等 1月5日(土) 10:00～15:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園

費　　用 たこキット一つ:400円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月19日(土) 9:30～20日(日) 15:00 〈1泊2日〉

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園

費　　用 6,000円

分　　野

自然・環境

期 日 等 3月2日(土) 9:30～12:00 ※荒天中止

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園 青年の城(東ゲート側) 集合 

費　　用 1人300円(保険料含む・駐車料別途)

分　　野

自然・環境

期 日 等 3月17日(日) 9:30～16:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園

費　　用 3歳以上800円、中学生以上1200円

分　　野

自然・環境

期 日 等 3月23日(土)、3月24日(日) 10:00～15:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園

費　　用 一部有料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第1、3木曜 11:00～11:20 ※休館日除く

子 場　　所 竜王町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎週土曜日 14:00～14:30 ※休館日除く

子 場　　所 竜王町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 指定の火曜日 10:30～11:00

子 場　　所 愛荘町立秦荘図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

⻯王町⽴図書館

愛荘町⽴秦荘図書館

No.366 新春まつり

対　　象 どなたでも

申込期間 11月1日(木)～

内　　容

冬は冬の楽しみが待っています。 遊ぼう、食べよう、自
然の中で！

申込方法 往復はがき(住所、氏名、性別、生年月日、学校名、学年、電話を明記)

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園 TEL:077-586-2110

No.367 冬の林間スクール

対　　象 県内在学在住の小学1～6年生、60名

申込期間 11月23日(金・祝)～12月7日(土) 当日消印有効

内　　容

新しい年のはじめ。一年の健康を願って、元気に凧をあ
げましょう。

申込方法 電話、FAX、ﾒｰﾙ(住所、氏名、生年月日、電話を明記)

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園 TEL:077-586-2110

No.369 春のプチキャンプ

対　　象 子どもを含む家族やグループ、120名(先着順)

申込期間 1月11日(金)～

内　　容

各分野の専門家と希望が丘を巡る貴重なチャンス！ 普段
見られない「水生生物」が見られます。

申込方法 電話、FAX、郵送、ﾒｰﾙ(参加者全員の住所・氏名・年齢・電話を明記)

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園 TEL:077-586-2110

No.368 自然観察会4

対　　象 小学生以上(小学生は保護者同伴)、30名

申込期間 定員になり次第締め切り

内　　容

やわらかな日差しが心地よい季節。春を迎えた公園で、
レクリエーションをお楽しみください。 「希望が丘交流
広場」「希望が丘のびのびペインティング」同時開催

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園 TEL:077-586-2110

No.370 スプリングフェスティバル

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

野外調理やクラフトをして春の希望が丘で楽しい1日を過
ごします。

申込方法 FAX、ﾒｰﾙ(参加者全員の住所、氏名、性別、生年月日、学校名、学年、電話を明記)

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園 TEL:077-586-2110

問合せ先 竜王町立図書館 TEL:0748-57-8080

No.372 おはなし会

対　　象 子ども対象

申込期間 申込不要

内　　容

3歳未満のお子さんと保護者の方を対象に、手遊び・わら
べうた・あかちゃん絵本などを楽しみます。

申込方法 当日会場

問合せ先 竜王町立図書館 TEL:0748-57-8080

No.371 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 3歳未満のお子さんと保護者の方

申込期間 申込不要

内　　容

絵本を読んだり手遊びやわらべうたを楽しむプログラ
ム。開催日時を変更または休止する場合、図書館内掲示
と愛荘町立図書館ホームページでお知らせします。

申込方法 当日会場

問合せ先 愛荘町立秦荘図書館 TEL:0749-37-4345

No.373 おひざでだっこのおはなしかい

対　　象 2才くらいまでのお子さんとご家族

申込期間 申込不要

絵本のひらき読みなどをします。

申込方法 当日会場 内　　容

15. 竜王町内／ 16. 愛荘町内で開催される講座・教室

愛
荘
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町
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期 日 等 原則、毎月第3水曜日 10:30～11:30

場　　所 愛荘町立秦荘図書館 ＡＶホール

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 原則、毎月第4土曜日 ※1月・3月は第3土曜日 13:30～15:00

場　　所 愛荘町立秦荘図書館 ＡＶホール

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第2日曜日(原則) 11:00～11:30

子 場　　所 愛荘町立愛知川図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4土曜日(例外あり) 14:00～14:30

子 場　　所 愛荘町立愛知川図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月24日(月・祝) 開演14:00(開場13:30)

子 場　　所 愛荘町立ハーティーセンター秦荘

費　　用 4,000円(前売)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月23日(土) 開演14:00 開場13:30

子 場　　所 愛荘町立ハーティーセンター秦荘

費　　用 一般1,300円、18歳以下800円、親子ペア2,000円(以上、すべて前売)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 ～12月16日(日) 10:00～17:00

子 場　　所 愛荘町立歴史文化博物館

費　　用 一般300円、小中学生150円

分　　野

文学・歴史

愛荘町⽴愛知川図書館

愛荘町⽴ハーティーセンター秦荘

愛荘町⽴歴史⽂化博物館

No.374 あたまいきいき音読教室

対　　象 どなたでも自由に参加いただけます

申込期間 申込不要

内　　容

講師は愛荘町立歴史文化博物館職員。持ち物は、筆記用
具(くずし字辞典)初心者コースのみ開催。 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟｺｰｽ
は愛荘町立歴史文化博物館(電話 0749 37 4500)へお問い
合わせください。

申込方法 当日会場

問合せ先 愛荘町立秦荘図書館 TEL:0749-37-4345

No.375 古文書教室(初心者コース)

対　　象 どなたでも自由に参加いただけます

申込期間 申込不要

内　　容

詩や名文、川柳や早口ことばなど、楽しく短い文章を声
に出して読みあいます。まちがって読んでも大丈夫。み
んなでにっこり笑いあう教室です。 持ち物:のどがかわ
く方は、飲み物をお持ちください。

申込方法 当日会場 1回だけの参加も大歓迎です。

問合せ先 愛荘町立秦荘図書館 TEL:0749-37-4345

No.377 おはなしかい

対　　象 3歳～小学生くらいのお子様と、ご家族対象

申込期間 申込不要

内　　容

絵本を読んだり、手遊びやわらべうたをたのしむプログ
ラムです。 座って、ゆったり言葉のひびきを楽しみま
す。

申込方法 当日会場

問合せ先 愛荘町立愛知川図書館 TEL:0749-42-4114

No.376 おひざでだっこのおはなしかい

対　　象 2才くらいまでのお子さんとご家族

申込期間 申込不要

内　　容

赤いモヒカンのケッチ！と黄色モヒカンのHIRO PONの2人
によって構成されるが～まるちょばの、パントマイムを
駆使したパフィーマンスによるサイレントコメディー。

申込方法 電話、窓口

問合せ先 愛荘町立ハーティーセンター秦荘 TEL:0749-37-4110

No.378 That'sが～まるちょばＳＨＯＷ！

対　　象 未就学児童は入場いただけません。

申込期間 ～12月23日(日)

内　　容

子どもたちといっしょにおはなしの世界を楽しむ会。絵
本、紙芝居などを図書館員が読みます。開催日時を変
更・休止する場合は、愛荘町の図書館内掲示と愛荘町立
図書館HPでお知らせします。

申込方法 当日会場

問合せ先 愛荘町立愛知川図書館 TEL:0749-42-4114

No.380
平成30年度秋季特別展「イセコレクション 至高
の刺繍絵画」

対　　象 どなたでも

申込期間 期間中随時

内　　容

ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」の「ブンバボーン」を
はじめ、数々のリズムあそびを生み出してきた たにぞう
の親子コンサート。一度聞いたら、子どもも大人もやみ
つきになること間違いなし。

申込方法 電話、窓口

問合せ先 愛荘町立ハーティーセンター秦荘 TEL:0749-37-4110

No.379
親子コンサート たにぞう 手あそび歌あそび音
楽会

対　　象 園児、児童およびその保護者

申込期間 1月12日(土)～3月22日(金)

内　　容

明治時代、光沢と質感を持つ絹糸で描いた「刺繍絵画」
は、当時欧米で高く評価され、日本国内で輸出向けに多
くの作品が製作された。展覧会では14点の刺繍絵画作品
(イセコレクション)を紹介。

申込方法 窓口

問合せ先 愛荘町立歴史文化博物館 TEL:0749-37-4500

16. 愛荘町内で開催される講座・教室

愛
荘
町
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期 日 等 毎月第1金曜日 11:00～11:30

子 場　　所 豊郷町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1土曜日 14:00～

子 場　　所 豊郷町立図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第3土曜日 11:00～11:30

子 場　　所 豊郷町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月22日(土) 14:00～

子 場　　所 甲良町立図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第2土曜 11:00～11:30

子 場　　所 甲良町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3金曜 11:00～11:20

子 場　　所 甲良町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4日曜 14:00～

子 場　　所 甲良町立図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

豊郷町⽴図書館

甲良町⽴図書館

内　　容

絵本の読みきかせ、手あそび、わらべうた ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 豊郷町立図書館 TEL:0749-35-8040

No.381 ぴよぴよおはなし会

対　　象 乳幼児向け

申込期間 申込不要

No.383 とことこおはなし会

対　　象 幼児～小学生低・中学年ぐらい

申込期間 申込不要

内　　容

子ども向けの映画上映会

申込方法 当日会場

問合せ先 豊郷町立図書館 TEL:0749-35-8040

No.382 子どもえいが会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

人形劇団とぴアによる人形劇の上演

申込方法 当日会場

問合せ先 甲良町立図書館 TEL:0749-38-8088

No.384 人形劇

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしをひとりでも聞くことができるようになってき
たら、もっと絵本のおはなしの世界にふれてみません
か？きょうだい・お友だちといっしょに、えほんコー
ナーに来てください。

申込方法 当日会場

問合せ先 豊郷町立図書館 TEL:0749-35-8040

No.386 ぴよぴよひよこのおはなし会

対　　象 0～2歳児の赤ちゃんを対象

申込期間 申込不要

内　　容

大型絵本や紙芝居ほかのよみきかせ

申込方法 当日会場

問合せ先 甲良町立図書館 TEL:0749-38-8088

No.385 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

子ども向けの映画上映会

申込方法 当日会場

問合せ先 甲良町立図書館 TEL:0749-38-8088

No.387 子どもえいが会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

赤ちゃん絵本の読み聞かせ、楽しい手遊びなどをしま
す。

申込方法 当日会場

問合せ先 甲良町立図書館 TEL:0749-38-8088

17. 豊郷町内／ 18. 甲良町内で開催される講座・教室

豊
郷
町

甲
良
町
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期 日 等 12月22日(土)～1月27日(日) 

子 場　　所 あけぼのパーク多賀ホール・ギャラリー

費　　用

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月24日(月) 10:30～

子 場　　所 あけぼのパーク多賀 2階 大会議室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1土曜日 10:30～

子 場　　所 多賀町立図書館 おはなしのへや

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月2日、1月20日、2月17日 9:30～16:30

場　　所 日程により異なる

費　　用 各回3,500円(テキスト別途購入約2,000円)

分　　野

政治・社会

期 日 等 1月20日、2月3日、3月17日 日曜日 (全14回)

子 場　　所 コースにより異なる

費　　用 1コースごとに500円(保険料・地図代含む)※中学生以下は無料です。

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月20日(日)、2月16日(土)

場　　所 ウッディパル余呉

費　　用 中学生以上 6,000円(お弁当、保険料込み) 

分　　野

くらし・健康

期 日 等 ～3月31日(日) 60分程度

場　　所 各開催地(滋賀県内)

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 ～3月31日(日) 75～90分程度(相談の上)

場　　所 各開催地(滋賀県内)

費　　用 1万円

分　　野

政治・社会

内　　容

気軽に登山を楽しむ。初心者のための山登り。
■1月20日(日)賤ヶ岳スノーシューハイク
■2月16日(土)〈冬の〉菅山寺スノーシューハイク

申込方法 電話、ﾒｰﾙ

No.392 琵琶湖一周健康ウオーキング2018

No.391
平成30年度 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ指導者養成講習会兼ﾚｸﾘｴｰ
ｼｮﾝ･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講習会

対　　象 レクリエ ション活動に興味のある方 など

申込方法 当日会場

問合せ先 多賀町立図書館 TEL:0749-48-1142

No.390 おはなしのじかん

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

申込方法 当日会場

内　　容

司法書士が行う民間調停(ADR)を寸劇でわかりやすく説明
します。揉め事を法律で解決するのではなく、コミュニ
ケーション技法を用いた関係修復型の話し合い方法を紹
介します。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県司法書士会 TEL:077-525-1093

No.395
【出前】滋賀県司法書士会の民間調停(ADR)出前
講座

対　　象 もめ事の相談を受ける立場にある方や、人事職・管理職の方など

申込期間 出前の2ヶ月前まで

内　　容

相続とは亡くなった人の財産上の地位を家族などの相続
人が受け継ぐことをいい、特に重要なのが相続登記で
す。その相続登記手続きをはじめ、相続に関する法律知
識をわかりやすく説明します。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県司法書士会 TEL:077-525-1093

No.394 【出前】滋賀県司法書士会の相続出前講座

対　　象 一般

申込期間 出前の1か月前まで

問合せ先 ウッディパル余呉 TEL:0749-86-4145

No.393 余呉の優しい山歩き

対　　象 中学生以上

申込期間 定員に達するまで

内　　容

◆12/2ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ立案・支援ﾜ ｸ
◆1/20展開方法・支援演習
◆2/17高齢者向けｹﾞｰﾑ

申込方法 FAX、郵送(氏名・住所・年齢・電話を明記)

問合せ先 滋賀県レクリエーション協会事務局 TEL:077-563-8684

申込期間 各講習会の10日前まで

対　　象 小学生以下の方は保護者同伴でご参加ください。

申込期間 各コースの当日13日前まで

内　　容

JRの駅から駅へ琵琶湖一周約250kmを14回に分けて歩く。
■1/20志賀駅～堅田駅(約14km) ■2/3堅田駅～南草津駅
(約22km) ■3/17南草津駅～大津駅(約16km)

申込方法 FAX、郵送

問合せ先 滋賀県交通戦略課「琵琶湖一周健康ウオーキング2017」係 TEL:077-528-3681

問合せ先 多賀町立図書館 TEL:0749-48-1142

No.389 映画会「うっかりペネロペ 楽しくて大忙し編」

対　　象 親子又は成人

申込期間 申込不要

内　　容

親子で絵本や紙芝居などのおはなしにふれるとともに手
作りの楽しさや工作の本など多方面の本を紹介します。

内　　容

来年の干支「亥(いのしし)」年の干支にちなんだ展示を
開催します。剥製などの展示やイノシシについて多面的
にご紹介します。

申込方法 窓口

問合せ先 多賀町立博物館 TEL:0749-48-2077

No.388 トピック展「亥年にまつわるエトセトラ」

対　　象 どなたでも 

申込期間 開催期間中随時

内　　容

「うっかりペネロペ 楽しくて大忙し編」
大きなスクリーンでゆったりとお楽しみください。

あけぼのパーク多賀

多賀町⽴図書館

滋賀県内

19. 多賀町内／ 20. 県内で開催される講座・教室

多
賀
町

県
内
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出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」

          

 

 

 
 

『地域で学ぼう「出前講座」』は、自治会、ＰＴＡ、子ども会等の皆さんに様々な

「出前講座」を提供しています。ぜひ、滋賀県学習情報提供システム「におねっと」

の『地域で学ぼう「出前講座」』をご覧いただき、積極的に活用してみてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★『地域で学ぼう「出前講座」』全般に関するご相談および企業、団体等の 

   メニューに関するお問い合わせは 

  

しが生涯学習スクエア 

TEL：０７７－５２８－４６５２ 

E-mail：ma06@pref.shiga.lg.jp 
※県機関のメニューは直接担当機関までお問い合わせください。 

地域で学ぼう「出前講座」
http://www.nionet.jp/lldivision/demae/ 
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地域で学ぼう「出前講座」-【環境】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 大阪ガス株式
会社

エコ・クッキング 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
PTA、子ども会、
その他

「食」と「環境」を関連づけた実践型プログラムで
す。食材が生産され、食卓に上がるまでに費やさ
れるエネルギーや無駄のない調理、水を汚さな
い片づけの方法など、買い物から片づけにいた
るまでの一連の行動と地球環境の関わりを学習
します。（基本は、小学校高学年以上対象）
詳細は、大阪ガス株式会社のホームページ
（http://www.osakagas.co.jp/shokuiku/）をご覧く
ださい。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

電気・ガス・
熱供給・水
道業

2 大阪ガス株式
会社

やったらできるやん！
地球にやさしく！
くらし見直し隊

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

二酸化炭素(CO2)排出量の削減することについ

て、ゲーム形式で楽しく学ぶプログラムです。毎
日のくらしを見直し、地球温暖化を防止するため
に「毎日続けられること」を実践するきっかけを作
るとともに、エネルギーと環境について学びま
す。（基本は、小学校高学年以上対象）
※所要時間　45分

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

電気・ガス・
熱供給・水
道業

3 温暖化対策課 低炭素社会実現出前
講座

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

低炭素社会の実現に向けて、県の施策や各主体
の取組などについて御紹介し、低炭素社会の実
現に向けた取組についての理解を深めていただ
きます。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3493
FAX：077-528-4844
Mail：ondan@pref.shiga.lg.jp

県

4 滋賀県地球温
暖化防止活動
推進センター

低炭素社会づくり出前
講座

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

地球温暖化問題を児童生徒に身近な問題として
意識してもらうため、また地域における温暖化対
策に対する意識の向上を図るため、地球温暖化
防止活動推進員等が学校や地域に出向き学習
を進めます。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

5 滋賀県地球温
暖化防止活動
推進センター

火おこし体験をしよう 市町、公民館、
自治会、ＰＴＡ、
子ども会

マッチやライターのない時代の人たちが、どのよ
うにして火をおこしていたかを学び、エネルギー
の重要性を考えます。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

6 滋賀県地球温
暖化防止活動
推進センター

節電・省エネ出前講座
エコの種をとりもどそう

市町、公民館、
自治会

ワークショップを通して日常生活の中での、昔と
今の電気使用量の変化に気づき、楽しみながら
自分にあった電気使用量削減方法を見つけ出し
ます。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

7 滋賀県地球温
暖化防止活動
推進センター

節電・省エネ出前講座
あっとホーム

市町、公民館、
自治会

ゲームを通して家庭内のムダを見つけだしてみ
よう。日頃、多くの家電製品を使用していることに
気づき、自分たちが実践できる省エネルギーな暮
らし方を見つけ出します。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

8 滋賀県地球温
暖化防止活動
推進センター

究極のエコバック～ふ
ろしきからくらし方を見
直そう

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

エネルギー使用削減のため、マイバックとしての
ふろしき活用を呼びかけ、基本的なふろしきの結
び方を習得する。実技として、本結び（ま結び）を
習得。その他、すいか包み、弁当包み等紹介。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

9 環境政策課 県の環境政策のあらま
しについて

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

第四次滋賀県環境総合計画を参考としながら、
滋賀県の環境行政について説明します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3354
FAX ：077-528-4844
Mail：de00@pref.shiga.lg.jp

県

10 下水道課 「水の再生」出前講座 市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

命を支える水について、水再生・水循環の視点で
下水道の役割に関する理解を深めることを目的
として出前講座を開催します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-4211
FAX ：077-528-4908
Mail：dd00@pref.shiga.lg.jp

県

11 国際協力機構
関西国際セン
ター　JICA関西

国際協力出前講座 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

講師は滋賀県のJICAボランティア（青年海外協
力隊、シニア海外ボランティア）OB/OGで、途上
国で2年間働き、見たこと、感じたこと、考えたこと
をお話いたします。 人によりアフリカから南米ま
で派遣されていた国も様々で、現地での仕事も
看護師から学校の先生、青少年活動、自動車整
備士など様々です。また、SDGs（持続可能な開
発目標）について、わかりやすく学ぶワークショッ
プを行うことも可能です。

不要（講師
がJICA職員
の場合は不
要。その他
は謝金、旅
費が必要）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

独立行政法
人

12 滋賀大学
「環境学習支援
士」会

環境講座「暮らしの工
夫で環境人になろう」

市町、公民館、
自治会、PTA

講座では地球温暖化の現状、環境問題の背景、
家庭での可能な取り組み等を概説し、参加者が
チェックシートで自己採点をし、更に原発の現状
を説明。

要：旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

13 滋賀大学
「環境学習支援
士」会

わくわく自然学習講座 公民館、子ども
会

身近な公園や里山で自然に親しみながら、自然
の大切さや命のつながりに気づき、関心を持つ
ネイチャーゲームや工作を実施する。
※対象者は主に幼稚園児～小学校4年生

要：旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

14 滋賀大学
「環境学習支援
士」会

木の葉の標本箱 公民館、子ども
会

樹木の区別や種類を学びましょう。木の葉にはど
んな種類があるでしょう。色々な樹木・木の葉を
学習エリアで観察しながら、見本の標本箱の葉を
探して、自分たちの標本箱を作り、他のグループ
の標本箱と比較して、グループ活動の進め方
や、樹木の葉の役割を学びます。
※対象者は小学生、中学生、一般

要：旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

15 滋賀大学
「環境学習支援
士」会

樹木のはたらき
（二酸化炭素の貯え、
吸収について）

市町、公民館、
子ども会

樹木の蓄えている二酸化炭素の量を計量し、樹
木が私たち生物を支えてくれていることを学ぶ。
※対象者は小学生、一般

要：旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体
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出
前
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座

地域で学ぼう「出前講座」-【環境】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

16 市民活動支援
レッツ栗東

竹細工体験教室 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

対象者によって、竹材料を使い、竹細工体験（ペ
ン立て、花器、プランター、うぐいす笛、竹ポック
リ、水鉄砲、竹とうろう等）
※ご要望により作品の紹介チラシを送ります。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

17 森林政策課
・森林保全課

フクロウ先生の森・守
塾

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会、教
職員

緑のダムづくりってご存じですか？森林政策課・
森林保全課では、地域の皆さんのもとへフクロウ
先生が森林の働きをやさしく解説する出前講座を
実施します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3932
FAX ：077-528-4886
Mail：dj01@pref.shiga.lg.jp

県

18 水産課 びわ湖の魚・漁・幸を
もっと知ろう

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

世界で琵琶湖にだけすむ魚たちの紹介や琵琶湖
独特の漁業、食文化等の説明を行い、琵琶湖の
幸に対する理解を深めてもらいます。
また、希望により手作りふなずし講習会について
企画段階からアドバイスや技術指導を行います。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3873
ＦＡＸ：077-528-4885
Mail：gf00@pref.shiga.lg.jp

県

19 循環型社会創
造研究所 えこ
ら

リユースワークショップ 公民館、自治
会、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

不要なものを使って、モノづくりワークショップ、リ
ユース体験（例：　油でのキャンドル作り、ダン
ボールや包装紙などで飾り作り、クリスマスデコ
レーション作り、キャップを使って「エコベジ」を植
える体験など）

要：謝金、材
料費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

20 循環型社会創
造研究所 えこ
ら

エコクッキング 公民館、自治
会、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

環境の面から考えたエコクッキングやお菓子作り
を体験いただけます。また、地球温暖化とその防
止を食の面から考える講座も実施しています。

要：謝金、材
料費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

21 循環型社会創
造研究所 えこ
ら

ヨーロッパのハンガリー
と日本

公民館、自治
会、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

ハンガリーと日本の共通点と違い、環境（エコ）の
面から見たハンガリーと日本の紹介に関する講
座

要：謝金、材
料費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

22 循環型社会創
造研究所 えこ
ら

自然体験活動・ネイ
チャーゲーム

公民館、自治
会、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

ネイチャーゲームやＰＡ（プロジェクトアドベン
チャー）を通し、自然の大切さや私たちとの関係
を学べる上、仲良く、信頼関係が深まる学習。間
伐材でマイ箸作りも可能。
講師は滋賀県自然体験活動指導者養成事業、し
が心の冒険プログラムSMAP研修　終了
自然体験ができる場所はどの公園や森でも可能
ですが、栗東の自然観察の森や彦根の荒神山公
園、高島のびわ湖青少年の家をよく使っていま
す。
詳しくは　http://ekora.jp をご覧ください。

要：謝金、材
料費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

23 彦根地方気象
台

天気、気象台について 市町、公民館、
自治会

主な内容：<1>地震・津波に関する話、<2>気象
（台風・大雨等）に関する話、<3>防災に関する
話、<4>天気の利用に関する話、<5>滋賀県の気
象特性に関する話、<6>地球環境に関する話　な
ど
※実施希望日の３ヶ月前から１ヶ月前までにお申
込み願います。気象状況や業務の都合により急
遽お断りすることがあります。また、聴講者が少
ない場合、お断りすることがあります。平日の勤
務時間内（10：00～16：00）での対応とさせていた
だきます。

要：旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

国

24 琵琶湖環境科
学研究センター

琵琶湖講習 教育機関・環境
活動を行うＮＰ
Ｏ・県民等

琵琶湖環境科学研究センターの試験研究から得
られた研究成果、知見を紹介します。

要：旅費 直接お問い合わせください。
電話：077-526-4801
FAX ：077-526-4803
Mail：de51200@pref.shiga.lg.jp

県

25 琵琶湖政策課・
琵琶湖保全再
生課

「琵琶湖は今」出前講
座

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

滋賀の環境、琵琶湖の水質状況、琵琶湖のレ
ジャー利用、琵琶湖の保全、「びわ湖の日」の取
組およびマザーレイク２１計画等について説明
し、県民等の琵琶湖の保全に対する理解を深め
ていただきます。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3463
FAX ：077-528-4847
Mail：dk00@pref.shiga.lg.jp

県

26 しが棚田ボラン
ティア事務局
（農村振興課）

棚田ボランティアのす
すめ

市町、自治会、
ＮＰＯ、農業団
体、企業、大学

食料生産や洪水防止、水源かん養などの多面的
な機能を持った棚田地域を良好に維持していくた
め、地域の方と都市の方を中心としたボランティ
アによる保全活動を進めています。棚田の魅力
やその保全の重要性をわかりやすく説明し、取り
組みのきっかけづくりをお手伝いします。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3961

27 農村振興課
（地域資源活用
推進室）

「豊かな生きものを育
む水田づくり」講座

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会、農
業団体、企業、
大学

魚のゆりかご水田プロジェクトなど、人や生きも
のが安心して暮らせる田んぼの環境づくりの取
組について、わかりやすく解説します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3963
FAX ：077-528-4888
Mail：ｑh01@pref.shiga.lg.jp

県

28 ひとまちコラボ
レーション！

気軽に「地域での困り
ごとや課題」を語り合お
う！（参加型）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「子供や若者、お年寄りの居場所をつく
ろう」、「まちの魅力・お宝を（再）発見しよう（自
然・歴史・文化等）」、「お互いの違いによる悩み・
困りごとを分かち合おう（障がい、多文化共生
等）」などのご希望のテーマについて、グループ
に分かれて意見交換や発表を自由な雰囲気で行
います。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

団体
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地域で学ぼう「出前講座」-【環境】【歴史・文化】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

29 ひとまちコラボ
レーション！

いざ、みんなのまちをタ
ウンウオッチング！

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「まちのお宝を再発見しよう（自然、歴史
的まちなみなど）」、「散歩コースをつくろう」、「通
学路の危険個所を探そう」、「お年寄り・子供など
の交通事故が起きやすい箇所を調べよう」、「転
びやすい道路などの段差を見つけよう」などのご
希望のテーマについて、グループに分かれて活
動し（時間に都合がつく範囲で実際にまちに出か
ける）、話し合い、発表を自由な雰囲気で行いま
す。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります。
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

30 琵琶湖環境部循環
社会推進課

ごみ３Ｒ出前講座 市町、公民館、
自治会、NPO、
PTA、子ども会、
その他

食品ロスをはじめとするごみの３Ｒ推進に向け
て、ごみの現状、ごみを減らすために必要な取組
などをご紹介します。 ※出前講座のテーマは、ご
相談の上、ご希望の内容に調整します。 【テーマ
例】 「食品ロスを減らすための身近な工夫」「循
環型社会と身近な３Ｒ」「食品ロスの現状と事業
者を対象とした県の取組」「レジ袋削減に関する
県内の取組」など

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3472
FAX：077-528-4845
Mail：df00@pref.shiga.lg.jp

県

31 土木交通部交
通戦略課

交通環境（モビリティ・
マネジメント）学習

市町、自治会、
子ども会

交通を取り巻く環境問題や電車・バス等の環境
負荷の小さい交通体系について理解してもらうと
ともに、環境に優しい交通行動を自主的に選択
するきっかけとする。地域の自動車以外の乗り物
（鉄道・バス等）について、バスの乗車体験、バス
の乗り方と乗車マナー、地域社会における公共
交通の役割、自動車と公共交通を使い分ける生
活等について学習する。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3680
FAX ：077-528-4837
Mail：hc00@pref.shiga.lg.jp

県

32 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ，
ＰＴＡ，子ども
会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 ＷＩＴＨ
（アートＮＰＯ）

音楽の贈り物 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

【音楽企画　制作　プロデュース】　プロのアー
ティスト等による音楽プログラムをコーディネート
します。コンサート企画、音楽物語、ミュージカル
等の舞台芸術の制作・体験プログラムなど、こど
も～大人までたのしめるプログラムを提供しま
す。

要：謝金 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

2 鍛冶屋研究会 鍛冶屋さんの仕事 PTA、子ども会 移動式の炉によって、鉄の加工をして、鍛冶屋さ
んの仕事について話をする。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

3 観光交流局
（国際室）

国際理解講座 市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

カナダ・ブラジルからの国際交流員がそれぞれの
文化紹介を行います。使用言語は日本語・母国
語どちらでも対応できます。講座内容に関して
も、事前打ち合わせにて可能な限り対応します。
また、現地の物品を携行し、実際に手で触れて体
験することもできます（ブラジルのみ）。

要：旅費 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3063
FAX ：077-521-5030
Ｍａｉｌ：ff00@pref.shiga.lg.jp

県

4 ＣＫミュージック
コンサルタント

カラオケをもっと楽しみ
ましょう

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

カラオケを基本的発声から見直したり、楽譜から
学んで歌唱力を向上させるための楽しいワーク
ショップです。

要:謝金、旅
費（旅費は
遠隔地の
み）
※カラオケ
機使用の場
合は追加費
用必要

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

サービス業

5 ＣＫミュージック
コンサルタント

音楽（名曲）のたのしみ
方

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

様々な音楽を楽しく聴くための方策を様々な角度
からアプローチして楽しみます。

要:謝金、旅
費（旅費は
遠隔地の
み）
※生演奏希
望の場合は
追加費用必
要

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

サービス業

6 公益財団法人
滋賀県国際協
会

国際理解・外国人住
民・多文化共生につい
て

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

ワークショップ（体験型学習）を通じて、異文化理
解、多文化共生等について学ぶプログラムを実
践したり、外国人住民の現状についての講演を
行うことも可能です。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

7 水産課 びわ湖の魚・漁・幸を
もっと知ろう（再掲）

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

世界で琵琶湖にだけすむ魚たちの紹介や琵琶湖
独特の漁業、食文化等の説明を行い、琵琶湖の
幸に対する理解を深めてもらいます。
また、希望により手作りふなずし講習会について
企画段階からアドバイスや技術指導を行います。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3873
ＦＡＸ：077-528-4885
Mail：gf00@pref.shiga.lg.jp

県
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出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【歴史・文化】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

8 文化財保護課・
城郭調査事務
所

中近世城郭跡に関する
歴史出前講座

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

安土城やその時代を中心とした歴史についての
講演で、テーマ・内容は相談に応じて設定しま
す。

要：旅費 直接お問い合わせください。
電話：0748-46-6144
FAX ：0748-46-6145
Mail：ma16@pref.shiga.lg.jp

県

9 文化財保護課・
城郭調査事務
所

大中の湖南遺跡に関
する歴史講演

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

弥生時代の農耕集落である大中の湖南遺跡を
テーマに、弥生時代の生活や社会の様子につい
て講演します。内容については相談に応じます。

要：旅費 直接お問い合わせください。
電話：0748-46-6144
FAX ：0748-46-6145
Mail：ma16@pref.shiga.lg.jp

県

10 ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥ
ＵＭ

アニメのルーツ
国宝『鳥獣人物戯画』
の生き物たちを描こ
う！

市町、公民館、
子ども会

アニメーションのルーツと呼ばれる国宝『鳥獣人
物戯画』について、レプリカを観たり、お話を聴い
た後に、描かれた生き物たちの中から気に入っ
たものを墨と筆を使って半紙に描きます。（模写）

要：旅費、材
料費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

私立美術館

11 ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥ
ＵＭ

伊藤若冲が得意とした
『筋目描き』の技法で絵
を描こう！

市町、公民館、
子ども会

江戸時代の京都の絵師、伊藤若冲が多用した
『筋目描き』技法を用いて、墨と筆を使って和紙に
野菜などを描いてみる。

要：旅費、材
料費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

私立美術館

12 ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥ
ＵＭ

「大津絵」を描こう 市町、公民館、
子ども会

江戸初期より、大津追分などで描きつづけられて
きた、日本を代表する民画で滋賀の伝統文化で
もある「大津絵」を専用の練習用紙を使いポス
ターカラーと墨を使って描きます。

要：旅費、材
料費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

私立美術館

13 滋賀県
平和祈念館

語り継ぐ　平和へのね
がい

市町、公民館、
自治会、NPO、
ＰＴＡ、子ども会

滋賀県では、平成５年から、県民の戦争体験とそ
れにまつわる当時の資料を収集してきました。こ
れらの資料や体験談を通して、戦争体験者の思
いや平和への願いを伝えていきます。

不要 直接お問い合わせください。
電話：0749-46-0300
FAX ：0749-46-0350
Mail：heiwa@pref.shiga.lg.jp

県

14 伊吹山がまの
油口上保存会

伝統芸能
伊吹山がまの油口上を
学ぶ

公民館、自治
会、ＰＴＡ、子ど
も会

１　がまの油売りの歴史を知る。
２　伝統芸能のがまの油売りの口上を学ぶ。
３　口上に合わせ、動きを身に付ける。
４　人の興味を引く演出の仕方を身に付ける。
笑いをまじえた楽しい講座です。
高齢者の集まりにも最適です。
90分程度（30分～2時間）
サロン活動等 30～200人OK

要：旅費、消
耗品費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

15 大津江州音頭
保存会

江州音頭を学ぶ 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

江州音頭の音頭とりや踊りを身に付けることがで
きます。初心者の方でも楽しく学べます。
笑いを誘う、楽しい踊りの輪が作れます。
歌の指導と踊りの振り付けをわかりやすく説明し
ます。
夏・秋・春祭り等、実地研修可能。
高齢者の集まりにも最適です。
90分程度（30分～2時間）

要：旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

16 滋賀県南京玉
すだれ保存会

滋賀県の伝統芸能
南京玉すだれを学ぶ

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

１　南京玉すだれの歴史を知る。
２　南京玉すだれの技術と口上を学ぶ。
玉すだれの体験ができます。
舞台や座敷での楽しみながらの集会に適しま
す。
高齢者の集まりにも最適です。
90分程度（30分～2時間）

要：旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

17 文化振興課
（滋賀県立近代
美術館）

地域出前プログラム 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

滋賀ならではの「美」の魅力を身近に感じていた
だくため、美術館や所蔵作品等の魅力を紹介し、
美術の楽しさを体験してもらうワークショップや美
術品持参による鑑賞・解説、出前トークを実施し
ます。
所要時間：２時間程度
対象者の「その他」：県内で文化、経済、地域づく
り等の活動をおこなう団体
※希望する内容を選んでいただきます。詳細は、
滋賀県立近代美術館のホームページ
（http://www.shiga-kinbi.jp/?p=19514）をご覧くだ
さい。
※募集団体数に達した時点で締め切ります。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3341
FAX ：077-528-4833
Mail：ck00@pref.shiga.lg.jp

県

18 市民劇団O²劇
場

演劇ワークショップ～演
じるって楽しい～

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

対象者の年齢やこれまでの経験の有無などに
よって、内容を変えます。○ステップ１～体を動か
したり、声を出したりなど、楽しく演劇の基礎を体
験します。○ステップ２～演じることの基礎や、簡
単なセリフのやり取りまでを体験します。※ゲー
ムをしたりグループで演じてみるなど、楽しく演劇
を体験することにより、演技力だけでなく、コミュ
ニケーション力、表現力、協調力、想像力などを
高めることを目指します。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

19 ひとまちコラボ
レーション！

気軽に「地域での困り
ごとや課題」を語り合お
う！（参加型）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「子供や若者、お年寄りの居場所をつく
ろう」、「まちの魅力・お宝を（再）発見しよう（自
然・歴史・文化等）」、「お互いの違いによる悩み・
困りごとを分かち合おう（障がい、多文化共生
等）」などのご希望のテーマについて、グループ
に分かれて意見交換や発表を自由な雰囲気で行
います。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体
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出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【歴史・文化】【健康】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

20 ひとまちコラボ
レーション！

いざ、みんなのまちをタ
ウンウオッチング！（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「まちのお宝を再発見しよう（自然、歴史
的まちなみなど）」、「散歩コースをつくろう」、「通
学路の危険個所を探そう」、「お年寄り・子供など
の交通事故が起きやすい箇所を調べよう」、「転
びやすい道路などの段差を見つけよう」などのご
希望のテーマについて、グループに分かれて活
動し（時間に都合がつく範囲で実際にまちに出か
ける）、話し合い、発表を自由な雰囲気で行いま
す。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります。
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

21 県民活動生活
課（県民情報
室）

公文書管理・県政史料
室出前講座

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
その他

現在検討中の「(仮称)滋賀県公文書等の管理に
関する条例」および「(仮称)滋賀県立公文書館条
例」の骨子（案）をもとに、「歴史的文書」などの活
用のあり方や、現用の公文書の管理の考え方等
について説明します。その後、県民情報室職員と
参加者の皆様とで、公文書管理のあり方等につ
いて意見交換を行います。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3121
FAX ：077-528-4813
Mail：kenmin-j@pref.shiga.lg.jp

県

22 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ，
ＰＴＡ，子ども
会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 大阪ガス株式
会社

エコ・クッキング(再掲） 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
PTA、子ども会、
その他

「食」と「環境」を関連づけた実践型プログラムで
す。食材が生産され、食卓に上がるまでに費やさ
れるエネルギーや無駄のない調理、水を汚さな
い片づけの方法など、買い物から片づけにいた
るまでの一連の行動と地球環境の関わりを学習
します。（基本は、小学校高学年以上対象）
詳細は、大阪ガス株式会社のホームページ
（http://www.osakagas.co.jp/shokuiku/）をご覧く
ださい。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

電気・ガス・
熱供給・水
道業

2 大阪ガス株式
会社

”和食だし”体験講座 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
PTA、子ども会、
その他

和食の味の決め手となる滋味豊かな本物の”だ
し”について、味覚体験を通じて理解を深めま
す。和食の魅力を次世代に伝承できるよう、ガス
火を使って料理する楽しさを体験しながら学びま
す。（基本は、小学校高学年以上対象）
詳細は、大阪ガス株式会社のホームページ
（http://www.osakagas.co.jp/shokuiku/）をご覧く
ださい。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

電気・ガス・
熱供給・水
道業

3 薬務感染症対
策課

薬物乱用防止講座 市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

正しい知識の普及と薬物を許さない社会づくりを
目指し、ビデオやスライド等を用いて、薬物に関
する基礎知識から薬物乱用の現状や恐ろしさや
「滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例」などに
ついて、分かりやすく説明します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3634
FAX ：077-528-4863
Mail：yakumu@pref.shiga.lg.jp

県

4 衛生科学セン
ター
(理化学係)

食品添加物の検査につ
いて

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

食品添加物の種類や検査方法について説明しま
す。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-537-7436
FAX：077-537-5548
Mail:eh45@pref.shiga.lg.jp

県

5 衛生科学セン
ター
(微生物係)

微生物の話について 市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

病気を引き起こす細菌やウイルスについて説明
します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-537-3051
FAX：077-537-5548
Mail:eh45@pref.shiga.lg.jp

県

6 衛生科学セン
ター
（健康科学情報
担当）

【感染症】 なんでも講
座

高齢者福祉施
設職員、園・学
校職員

インフルエンザやノロウイルス感染症など各種感
染症の最新の発生状況と予防や対策の基本的
な方法を解説し、各施設に応じた効果的な対策
方法を検討・提案します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-537-7438
FAX：077-537-5548
Mail:eh45@pref.shiga.lg.jp

県

7 国際協力機構
関西国際セン
ター　JICA関西

国際協力出前講座
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

講師は滋賀県のJICAボランティア（青年海外協
力隊、シニア海外ボランティア）OB/OGで、途上
国で2年間働き、見たこと、感じたこと、考えたこと
をお話いたします。 人によりアフリカから南米ま
で派遣されていた国も様々で、現地での仕事も
看護師から学校の先生、青少年活動、自動車整
備士など様々です。また、SDGs（持続可能な開
発目標）について、わかりやすく学ぶワークショッ
プを行うことも可能です。

不要(講師
がJICA職員
の場合は不
要。その他
は謝金、旅
費が必要)

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

独立行政法
人

8 滋賀県健康推
進員団体連絡
協議会

健康食育講座
（生涯を通じた食育活
動）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

子どもから高齢者まで、各年代にあった健康・食
育活動（望ましい食習慣、生活習慣病予防、低栄
養予防、健康体操、口腔ケア、受動喫煙防止）を
調理実習、寸劇、紙芝居、カルタ等を通して楽しく
わかりやすい講習をします。

要：材料費
（調理実習
等の場合）、
旅費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体
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出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【健康】【仕事】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

9 公益社団法人
全日本ダンス協
会連合会 滋賀
県ダンス教師協
会

いきいき健康体操・3世
代交流（親子）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

音楽に合わせて頭と身体を楽しく動かして健康維
持

要:旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益社団法
人

10 雪印メグミルク
株式会社　関西
販売本部　関西
コミュニケーショ
ンセンター

「乳の食育」雪印メグミ
ルク食コミュニティ

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

お子様から大人まで、さまざまな講座を通して
「食の大切さと尊さ」とカルシウムなど不足しがち
な栄養素をバランスよく摂れる「牛乳乳製品の価
値」を伝えます。
〔プログラム名〕
・骨・カルシウムセミナー
・チーズを美味しく楽しむ会（有料）
・牛乳・乳製品料理講習会（有料）
・バター作り体験、チーズ作り体験
※活動は平日のみとさせていただきます。
※前準備の都合などにより、お伺い出来る地域
を大阪駅から９０分の範囲とさせていただいてお
ります。
内容の詳細については、雪印メグミルク株式会
社ホームページ
（http://www.meg-snow.com/csr/syokuiku/）をご
覧ください。

不要（ただ
し、一部参
加費、材料
費等が必
要）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

製造販売業

11 ひとまちコラボ
レーション！

気軽に「地域での困り
ごとや課題」を語り合お
う！（参加型）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「子供や若者、お年寄りの居場所をつく
ろう」、「まちの魅力・お宝を（再）発見しよう（自
然・歴史・文化等）」、「お互いの違いによる悩み・
困りごとを分かち合おう（障がい、多文化共生
等）」などのご希望のテーマについて、グループ
に分かれて意見交換や発表を自由な雰囲気で行
います。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

12 ひとまちコラボ
レーション！

いざ、みんなのまちをタ
ウンウオッチング！（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「まちのお宝を再発見しよう（自然、歴史
的まちなみなど）」、「散歩コースをつくろう」、「通
学路の危険個所を探そう」、「お年寄り・子供など
の交通事故が起きやすい箇所を調べよう」、「転
びやすい道路などの段差を見つけよう」などのご
希望のテーマについて、グループに分かれて活
動し（時間に都合がつく範囲で実際にまちに出か
ける）、話し合い、発表を自由な雰囲気で行いま
す。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります。
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

13 一般社団法人
公益相続支援
センター京滋

聞いて安心！知って役立
つ！今からはじめる
やさしい相続セミナー

市町、公民館、
自治会、その他

日々、相続にまつわるあらゆるお困り事に耳をか
たむけ、その人にあった解決方法を一緒に考え
ています。そんな中、よく耳にするのが「こんなこ
とになるなんて思ってなかった、元気なうちに〇
〇しておけばよかった…」というお声です。「何を
どうしたらいいのかわからない」という方が、ご自
身のこれからを考えるキッカケづくりをお手伝いし
ます。遺言、不健康期間（認知症、成年後見）、生
前贈与、相続税、手続き等、聴講者の理解度や
興味・関心に応じてお話しします。

不要（ただ
し、遠方の
場合は旅費
が必要）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

サービス業
（相続支援）

14 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ，
ＰＴＡ，子ども
会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

1 国際協力機構
関西国際セン
ター　JICA関西

国際協力出前講座
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

講師は滋賀県のJICAボランティア（青年海外協
力隊、シニア海外ボランティア）OB/OGで、途上
国で2年間働き、見たこと、感じたこと、考えたこと
をお話いたします。 人によりアフリカから南米ま
で派遣されていた国も様々で、現地での仕事も
看護師から学校の先生、青少年活動、自動車整
備士など様々です。また、SDGs（持続可能な開
発目標）について、わかりやすく学ぶワークショッ
プを行うことも可能です。

不要(講師
がJICA職員
の場合は不
要。その他
は謝金、旅
費が必要)

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

独立行政法
人

2 株式会社 宙 夢を叶えるコミュニケー
ション

市町、公民館、
ＰＴＡ

子ども、年齢を問わず、未来の夢や目標を叶える
コミュニケーション。コーチングのスキルのご紹介
と楽しく笑顔になるワークショップ。

要:謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

サービス業
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出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【仕事】【子育て】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

3 株式会社 宙 「怒り」連鎖を断ち切ろ
う！

市町、公民館、
自治会、NPO、
PTA、子ども会

「ムカツク！」「イラッ！とする」など「怒り」の感情
をそのまま相手にぶつけるコミュニケーションが
増えてきました。これは「怒り」の感情について正
しい心理教育や心理トレーニングをしてこなかっ
たことが大きな原因です。「怒りの感情」は「悪い
こと」でも「恥ずかしいこと」でもありません。「怒る
こと」と「怒る必要のないもの」を区別するトレーニ
ングをすることで自分で「怒り」の感情を適切に扱
えるようになります。怒りの感情は連鎖します。安
心安全な環境をつくるために、親子で「怒りの感
情をコントロールするスキル」を学びませんか？
保護者、教師対象のメニューもご提案できます。

要:謝金、旅
費（子どもが
対象の場合
はワーク
ブック＠500
円が必要と
なります）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

教育、学習
支援業

4 ひとまちコラボ
レーション！

気軽に「地域での困り
ごとや課題」を語り合お
う！（参加型）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「子供や若者、お年寄りの居場所をつく
ろう」、「まちの魅力・お宝を（再）発見しよう（自
然・歴史・文化等）」、「お互いの違いによる悩み・
困りごとを分かち合おう（障がい、多文化共生
等）」などのご希望のテーマについて、グループ
に分かれて意見交換や発表を自由な雰囲気で行
います。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

5 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ，
ＰＴＡ，子ども
会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 ＷＩＴＨ
（アートＮＰＯ）

音楽の贈り物（再掲） 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

【音楽企画　制作　プロデュース】　プロのアー
ティスト等による音楽プログラムをコーディネート
します。コンサート企画、音楽物語、ミュージカル
等の舞台芸術の制作・体験プログラムなど、こど
も～大人までたのしめるプログラムを提供しま
す。

要：謝金 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

2 ＮＰＯ子どもネッ
トワークセン
ター
天気村

子育て家族防災トレー
ニングプログラム

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

子育て世代の親子を対象に、減災の意識につな
がる防災トレーニングをプログラム化し、親子で
遊びながら防災トレーニングに参加することで、
親子が緊急事態にも戸惑うことなく災害時の対応
ができるように防災トレーニングを実施する。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

NPO

3 子ども・青少年
局

子ども虐待防止のため
の出前講座

公民館、自治
会、事業者、ＮＰ
Ｏ、ＰＴＡ、子ども
会、保育所、幼
稚園

子ども虐待に関する基礎的な理解から通告など
の対応方法への理解を深めていただく講座を実
施します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3556
FAX ：077-528-4854
Mail：em00@pref.shiga.lg.jp

県

4 ＣＫミュージック
コンサルタント

カラオケをもっと楽しみ
ましょう（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

カラオケを基本的発声から見直したり、楽譜から
学んで歌唱力を向上させるための楽しいワーク
ショップです。

要:謝金、旅
費（旅費は
遠隔地の
み）
※カラオケ
機使用の場
合は追加費
用必要

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

サービス業

5 公益社団法人
全日本ダンス協
会連合会 滋賀
県ダンス教師協
会

いきいき健康体操・3世
代交流（親子）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

音楽に合わせて頭と身体を楽しく動かして健康維
持

要:旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益社団法
人

6 市民活動支援
レッツ栗東

竹細工体験教室（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

対象者によって、竹材料を使い、竹細工体験（ペ
ン立て、花器、プランター、うぐいす笛、竹ポック
リ、水鉄砲、竹とうろう等）
※ご要望により作品の紹介チラシを送ります。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

7 生涯学習課 子どもの育ちを支える
環境づくり講座

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

社会全体で子どもの育ちを支える環境づくりにつ
いて、当課の事業を説明します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-4650
FAX ：077-528-4962
Mail：ma06@pref.shiga.lg.jp

県

8 株式会社 宙 夢を叶えるコミュニケー
ション（再掲）

市町、公民館、
ＰＴＡ

子ども、年齢を問わず、未来の夢や目標を叶える
コミュニケーション。コーチングのスキルのご紹介
と楽しく笑顔になるワークショップ。

要:謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

サービス業
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フィーチャーフォンスマートフォン

出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【子育て】【人権】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

9 一般社団法人
日本自動車連
盟 滋賀支部

JAFチャイルドシート講
習会

市町、公民館、
ＮＰＯ、ＰＴＡ、そ
の他

「どのようなチャイルドシートを買えばいいの？」、
「正しい取り付け方を教えてほしい。」、「正しく取
り付けられているか確認してほしい！」　映像や
チャイルドシートの実物を使い、やさしくレク
チャーします。また、あらゆる疑問・質問にお答え
いたします！

不要（ただ
し、遠方の
場合は旅費
が必要）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

一般社団法
人

10 株式会社 宙 「怒り」連鎖を断ち切ろ
う！（再掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
PTA、子ども会

「ムカツク！」「イラッ！とする」など「怒り」の感情
をそのまま相手にぶつけるコミュニケーションが
増えてきました。これは「怒り」の感情について正
しい心理教育や心理トレーニングをしてこなかっ
たことが大きな原因です。「怒りの感情」は「悪い
こと」でも「恥ずかしいこと」でもありません。「怒る
こと」と「怒る必要のないもの」を区別するトレーニ
ングをすることで自分で「怒り」の感情を適切に扱
えるようになります。怒りの感情は連鎖します。安
心安全な環境をつくるために、親子で「怒りの感
情をコントロールするスキル」を学びませんか？
保護者、教師対象のメニューもご提案できます。

要:謝金、旅
費（子どもが
対象の場合
はワーク
ブック＠500
円が必要と
なります）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

教育、学習
支援業

11 公益財団法人
滋賀県人権セン
ター

人権講座（研修講師派
遣）(再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

人権に関する啓発研修や講座の講師を派遣しま
す。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

12 ひとまちコラボ
レーション！

気軽に「地域での困り
ごとや課題」を語り合お
う！（参加型）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「子供や若者、お年寄りの居場所をつく
ろう」、「まちの魅力・お宝を（再）発見しよう（自
然・歴史・文化等）」、「お互いの違いによる悩み・
困りごとを分かち合おう（障がい、多文化共生
等）」などのご希望のテーマについて、グループ
に分かれて意見交換や発表を自由な雰囲気で行
います。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

13 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ，
ＰＴＡ，子ども
会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 人権施策推進
課

啓発資材「ジンケン
ダー」着ぐるみ等を活
用したふれあい型啓発

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他（20
～100名程度の
団体（要相談））

滋賀県人権啓発キャラクター「ジンケンダー」の
着ぐるみや様々な人権啓発資材（啓発用DVDや
紙芝居等）を活用して、子どもたちや保護者の方
に気軽に人権の大切さを感じていただくきっかけ
を提供します。

不要（無料
ですが、実
施にあたっ
ては、当日
の人的支援
等、主催者
様の御協力
をお願いし
ます。）

直接お問い合わせください。
電話：077-528-3533
FAX ：077-528-4852
Mail：cf00@pref.shiga.lg.jp

県

2 国際協力機構
関西国際セン
ター　JICA関西

国際協力出前講座
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

講師は滋賀県のJICAボランティア（青年海外協
力隊、シニア海外ボランティア）OB/OGで、途上
国で2年間働き、見たこと、感じたこと、考えたこと
をお話いたします。 人によりアフリカから南米ま
で派遣されていた国も様々で、現地での仕事も
看護師から学校の先生、青少年活動、自動車整
備士など様々です。また、SDGs（持続可能な開
発目標）について、わかりやすく学ぶワークショッ
プを行うことも可能です。

不要(講師
がJICA職員
の場合は不
要。その他
は謝金、旅
費が必要)

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

独立行政法
人

3 子ども・青少年
局

子ども虐待防止のため
の出前講座（再掲）

公民館、自治
会、事業者、ＮＰ
Ｏ、ＰＴＡ、子ども
会、保育所、幼
稚園

子ども虐待に関する基礎的な理解から通告など
の対応方法への理解を深めていただく講座を実
施します。

直接お問い合わせください。
電話：077-528-3556
FAX ：077-528-4854
Mail：em00@pref.shiga.lg.jp

県

4 公益財団法人
滋賀県国際協
会

国際理解・外国人住
民・多文化共生につい
て
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

ワークショップ（体験型学習）を通じて、異文化理
解、多文化共生等について学ぶプログラムを実
践したり、外国人住民の現状についての講演を
行うことも可能です。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

5 滋賀県
平和祈念館

語り継ぐ　平和へのね
がい（再掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
ＰＴＡ、子ども会

滋賀県では、平成５年から、県民の戦争体験とそ
れにまつわる当時の資料を収集してきました。こ
れらの資料や体験談を通して、戦争体験者の思
いや平和への願いを伝えていきます。

不要 直接お問い合わせください。
電話：0749-46-0300
FAX ：0749-46-0350
Mail：heiwa@pref.shiga.lg.jp

県
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出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【人権】【多文化共生】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

6 株式会社 宙 「怒り」連鎖を断ち切ろ
う！（再掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
PTA、子ども会

「ムカツク！」「イラッ！とする」など「怒り」の感情
をそのまま相手にぶつけるコミュニケーションが
増えてきました。これは「怒り」の感情について正
しい心理教育や心理トレーニングをしてこなかっ
たことが大きな原因です。「怒りの感情」は「悪い
こと」でも「恥ずかしいこと」でもありません。「怒る
こと」と「怒る必要のないもの」を区別するトレーニ
ングをすることで自分で「怒り」の感情を適切に扱
えるようになります。怒りの感情は連鎖します。安
心安全な環境をつくるために、親子で「怒りの感
情をコントロールするスキル」を学びませんか？
保護者、教師対象のメニューもご提案できます。

要:謝金、旅
費（子どもが
対象の場合
はワーク
ブック＠500
円が必要と
なります）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

教育、学習
支援業

7 公益財団法人
滋賀県人権セン
ター

人権講座（研修講師派
遣）(再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

人権に関する啓発研修や講座の講師を派遣しま
す。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

8 ひとまちコラボ
レーション！

気軽に「地域での困り
ごとや課題」を語り合お
う！（参加型）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「子供や若者、お年寄りの居場所をつく
ろう」、「まちの魅力・お宝を（再）発見しよう（自
然・歴史・文化等）」、「お互いの違いによる悩み・
困りごとを分かち合おう（障がい、多文化共生
等）」などのご希望のテーマについて、グループ
に分かれて意見交換や発表を自由な雰囲気で行
います。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

9 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰ
Ｏ、」ＰＴＡ、子ど
も会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 観光交流局
（国際室）

国際理解講座（再掲） 市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

カナダ・ブラジルからの国際交流員がそれぞれの
文化紹介を行います。使用言語は日本語・母国
語どちらでも対応できます。講座内容に関して
も、事前打ち合わせにて可能な限り対応します。
また、現地の物品を携行し、実際に手で触れて体
験することもできます（ブラジルのみ）。

要：旅費 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3063
FAX ：077-521-5030
Ｍａｉｌ：ff00@pref.shiga.lg.jp

県

2 国際協力機構
関西国際セン
ター　JICA関西

国際協力出前講座
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

講師は滋賀県のJICAボランティア（青年海外協
力隊、シニア海外ボランティア）OB/OGで、途上
国で2年間働き、見たこと、感じたこと、考えたこと
をお話いたします。 人によりアフリカから南米ま
で派遣されていた国も様々で、現地での仕事も
看護師から学校の先生、青少年活動、自動車整
備士など様々です。また、SDGs（持続可能な開
発目標）について、わかりやすく学ぶワークショッ
プを行うことも可能です。

不要(講師
がJICA職員
の場合は不
要。その他
は謝金、旅
費が必要)

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

独立行政法
人

3 公益財団法人
滋賀県国際協
会

国際理解・外国人住
民・多文化共生につい
て
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

ワークショップ（体験型学習）を通じて、異文化理
解、多文化共生等について学ぶプログラムを実
践したり、外国人住民の現状についての講演を
行うことも可能です。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

4 循環型社会創
造研究所 えこ
ら

ヨーロッパのハンガリー
と日本（再掲）

公民館、自治
会、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

ハンガリーと日本の共通点と違い、環境（エコ）の
面から見たハンガリーと日本の紹介に関する講
座

要：謝金、材
料費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

5 公益財団法人
滋賀県人権セン
ター

人権講座（研修講師派
遣）(再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

人権に関する啓発研修や講座の講師を派遣しま
す。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

6 ひとまちコラボ
レーション！

気軽に「地域での困り
ごとや課題」を語り合お
う！（参加型）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「子供や若者、お年寄りの居場所をつく
ろう」、「まちの魅力・お宝を（再）発見しよう（自
然・歴史・文化等）」、「お互いの違いによる悩み・
困りごとを分かち合おう（障がい、多文化共生
等）」などのご希望のテーマについて、グループ
に分かれて意見交換や発表を自由な雰囲気で行
います。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体
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出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【多文化共生】【科学】【安全・安心（防災・防犯）】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

7 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ，
ＰＴＡ，子ども
会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 鍛冶屋研究会 鍛冶屋さんの仕事（再
掲）

PTA、子ども会 移動式の炉によって、鉄の加工をして、鍛冶屋さ
んの仕事について話をする。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

2 彦根地方気象
台

天気、気象台について
（再掲）

市町、公民館、
自治会

主な内容：<1>地震・津波に関する話、<2>気象
（台風・大雨等）に関する話、<3>防災に関する
話、<4>天気の利用に関する話、<5>滋賀県の気
象特性に関する話、<6>地球環境に関する話　な
ど
※実施希望日の３ヶ月前から１ヶ月前までにお申
込み願います。気象状況や業務の都合により急
遽お断りすることがあります。また、聴講者が少
ない場合、お断りすることがあります。平日の勤
務時間内（10：00～16：00）での対応とさせていた
だきます。

要：旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

国

3 からみ目工作
教室

からみ目工作（つなぎ
目のない鎖を作ろう）

市町、公民館、
自治会、ＰＴＡ、
子ども会

ドーナツ形の立体や帯状たんざく等を切って、つ
なぎ目のない絡んだ鎖状の輪や美しい両端閉じ
三つ編をつくる体験学習（創造的、発展的）
90分～120分
ハサミの使える人ならだれでも参加できます。

要：教材費、
旅費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

4 しがロジカル
キッズネット
ワーク

初級プログラミング講
座

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

初心者向けビジュアルプログラミング環境を使用
し、こどもから大人まで幅広くプログラミングの楽
しさを体験していただきます。　子供向けには
Scratch（スクラッチ）やプログラミンなど小学生で
も十分理解できる無償プログラミング環境を利用
し、アプリやゲームなど幅広い分野のプログラム
を短時間で作成することが可能です。　基本６０
分～９０分程度。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

教育事業

5 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ，
ＰＴＡ，子ども
会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 大阪ガス株式
会社

考える防災教室 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
PTA、子ども会、
その他

大災害が起きた後のライフラインがつかえない状
況でも強く生き抜く知恵や知識を、クイズを通して
考え、学ぶことができます。身の回り品を工夫し
て対応する、日ごろからの備えも学習します。（基
本は、小学校高学年以上対象）

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

電気・ガス・
熱供給・水
道業

2 薬務感染症対
策課

薬物乱用防止講座
（再掲）

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

正しい知識の普及と薬物を許さない社会づくりを
目指し、ビデオやスライド等を用いて、薬物に関
する基礎知識から薬物乱用の現状や恐ろしさや
「滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例」などに
ついて、分かりやすく説明します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3634
FAX ：077-528-4863
Mail：yakumu@pref.shiga.lg.jp

県

3 株式会社 ＮＴＴ
ドコモ

スマホ・ケータイ安全教
室

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

スマートフォンなどの安心・安全な使い方、使う上
での基本的なルールやマナーについて、アニメー
ションまたはスライドで説明します。
※詳細は弊社HPをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/soci
al/ educational/safety/

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

情報通信業

4 ＮＰＯ子どもネッ
トワークセン
ター
天気村

子育て家族防災トレー
ニングプログラム（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

子育て世代の親子を対象に、減災の意識につな
がる防災トレーニングをプログラム化し、親子で
遊びながら防災トレーニングに参加することで、
親子が緊急事態にも戸惑うことなく災害時の対応
ができるように防災トレーニングを実施する。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

NPO

5 警察本部
交通企画課

｢交通安全ふれあい
チーム｣の交通安全教
室

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ

高齢者を対象として、寸劇や腹話術を取り入れた
楽しくわかりやすい交通安全教室を実施します。

不要 直接お問い合わせください。
警察本部交通企画課
高齢者交通安全推進室
もしくは最寄りの警察署・交番
等

県
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地域で学ぼう「出前講座」-【安全・安心（防災・防犯）】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

6 計量検定所 商品量目試買テスト支
援講座

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
消費学習グ
ループ

商品量目（内容量）への認識を深めてもらうた
め、職員を派遣して計量法令について学習して
いただき、その後に日常購入される商品の内容
量などを確認していただきます。確認のための計
量器等は当所で用意します。

要：材料費
（試買費）

直接お問い合わせください。
電話：077-563-3145
FAX ：077-563-3393
Mail：ｆd30@pref.shiga.lg.jp

県

7 計量検定所 計量出前講座 市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

計量することの意義について理解と興味を深め
てもらうための講座です。計量単位についての説
明や実際に計量器を使った実習等、依頼先から
の要請によって必要な講座を実施します。

不要 直接お問い合わせください。
電話:077-563-3145
FAX:077-563-3393
Mail:fd30@pref.shiga.lg.jp

県

8 建築課
（建築指導室）

住まいの地震対策出前
講座

自治会、小学生 過去の地震被害状況から住宅の地震対策につ
いて、パワーポイントや住宅の紙模型を使って、
わかりやすく説明します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-4262
FAX：077-528-4912
Mail：antai@pref.shiga.lg.jp

県

9 県民活動生活
課

くらし安全安心出前講
座

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

防犯を通じた安全安心な地域づくりについて、個
人や地域でできる取り組みなどを紹介します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3414
FAX ：077-528-4838
Mail：cd00@pref.shiga.lg.jp

県

10 県民活動生活
課

地籍調査出前講座 自治会 地籍調査の実施で、土地の権利関係が明確にな
り、万一の災害時にも復旧を迅速に行うことがで
きる等、地籍調査の効用を、地域の自治会や集
落の集まり、勉強会に参加して解りやすく紹介し
ます。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3417
FAX ：077-528-4840
Mail：cd00@pref.shiga.lg.jp

県

11 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ，
ＰＴＡ，子ども
会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

12 国土交通省
近畿整備局
琵琶湖河川事
務所

瀬田川洗堰の歴史と役
割

公民館、自治
会、NPO、PTA、
子ども会

琵琶湖・淀川のしくみと瀬田川洗堰ができるまで
の道のり、琵琶湖と淀川における治水・利水・環
境に関する瀬田川洗堰の役割をご紹介します。
※アクア琵琶映像ホールを利用して実施すること
も可能です。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

国

13 砂防課 砂防出前講座 市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会、要
配慮者利用施
設職員、教職員

県内には、土砂災害が発生するおそれのある箇
所が、約４，９００箇所あります。
　滋賀県では、土砂災害を防止するために砂防
えん堤等の対策工事を実施していますが、これと
ともに、県民のみなさま一人ひとりが、地域の安
全に関心を持って土砂災害に強いまちづくりを心
がけることが大切です。
　 この講座では、当課の職員が出向いて土砂災
害のようす、防ぐための工事や日頃から注意す
る点などについて、わかりやすくお話しさせてい
ただきます。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-4192
FAX ：077-528-4907
Mail：ha07@pref.shiga.lg.jp

県

14 公益財団法人
滋賀県交通安
全協会

交通ルール守り隊出前
講座

市町、公民館、
自治会、NPO、
PTA、子ども会、
その他

・自転車シミュレーター等を利用した歩行者、自
転車利用者に対する参加・体験・実践型の楽しく
学ぶ交通安全教室
・シートベルト、チャイルドシート着用衝撃体験教
室

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

15 滋賀地震防災
市民ネット

地震と防災についての
学習

市町、公民館、
自治会、PTA、
子ども会

突然やってくる大地震に対し、自分や家族そして
地域を守っていくために、地震や防災についてわ
かりやすく解説します。
・大地震　滋賀県は大丈夫？
・親子で学ぶ地震・防災
・地震と防災・地域防災力の向上をめざして

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

16 消費生活セン
ター

大学におけるくらしの一
日講座
（消費生活に関する講
座）

大学生 若者が陥りやすいくらしに身近な問題について、
講演会を実施します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：0749−27−2234
FAX ：0749-23-9030
Mail：cd30@pref.shiga.lg.jp

県

17 消費生活セン
ター

くらしの一日講座
（消費生活に関する講
座）

公民館、自治
会、事業者、ＮＰ
Ｏ、ＰＴＡ

消費生活に関するくらしの身近な問題について
学習する機会と情報を提供します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：0749−27−2234
FAX ：0749-23-9030
Mail：cd30@pref.shiga.lg.jp

県

18 森林政策課
・森林保全課

フクロウ先生の森・守
塾（再掲）

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会、教
職員

緑のダムづくりってご存じですか？森林政策課・
森林保全課では、地域の皆さんのもとへフクロウ
先生が森林の働きをやさしく解説する出前講座を
実施します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3932
FAX ：077-528-4886
Mail：dj01@pref.shiga.lg.jp

県

19 生活安全企画課
少年課
サイバー犯罪対
策課
組織犯罪対策課
交通企画課

防犯・交通安全等 各種
講習会

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

地域、職域、学校等からの要請に応じ、防犯教
室、非行防止教室、薬物乱用防止教室、サイ
バー犯罪防止教室、暴力団排除講習会、交通安
全教室等を開催し、防犯・交通安全等の啓発を
行います。

不要 直接お問い合わせください。
最寄りの警察署・交番等
※暴力団排除講習会につい
ては、警察本部組織犯罪対
策課(代表：077-522-1231)

県
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講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

20 一般社団法人
全国銀行協会

全銀協のどこでも出張
講座

市町、公民館、
自治会、NPO、
PTA、子ども会

生活設計・マネープランゲーム、銀行のしくみ、金
融商品を選ぶポイント、金融犯罪の手口と対策な
どをテーマに、ご依頼に応じて講師を派遣しま
す。

不要 全銀協ホームページ講師派
遣
（http://www.zenginkyo.or.jp/
education/detachment/）にあ
る申込書をFAXいただくか、
出張講座担当（03-5252-
3720）までご連絡ください。
テーマ、日程によってはご希
望に添えない場合もありま
す。

一般社団法
人

21 一般社団法人
日本自動車連
盟 滋賀支部

JAFチャイルドシート講
習会（再掲）

市町、公民館、
ＮＰＯ、ＰＴＡ、そ
の他

「どのようなチャイルドシートを買えばいいの？」、
「正しい取り付け方を教えてほしい。」、「正しく取
り付けられているか確認してほしい！」　映像や
チャイルドシートの実物を使い、やさしくレク
チャーします。また、あらゆる疑問・質問にお答え
いたします！

不要（ただ
し、遠方の
場合は旅費
が必要）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

一般社団法
人

22 彦根地方気象
台

天気、気象台について
（再掲）

市町、公民館、
自治会

主な内容：<1>地震・津波に関する話、<2>気象
（台風・大雨等）に関する話、<3>防災に関する
話、<4>天気の利用に関する話、<5>滋賀県の気
象特性に関する話、<6>地球環境に関する話　な
ど
※実施希望日の３ヶ月前から１ヶ月前までにお申
込み願います。気象状況や業務の都合により急
遽お断りすることがあります。また、聴講者が少
ない場合、お断りすることがあります。平日の勤
務時間内（10：00～16：00）での対応とさせていた
だきます。

要：旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

国

23 防災危機管理
局

地震防災出前講座 自治会、事業者 地震の仕組みや被害の様子、個人や地域で取り
組んでいただきたい備え等についてお話します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3432
FAX ：077-528-6037
Mail：as00@pref.shiga.lg.jp

県

24 流域政策局
（流域治水政策
室）

みんなで考えよう！水
害から命を守る「流域
治水」

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

大雨が降った場合に想定される浸水予測や過去
の水害写真などを用いて、地域の水害リスクを踏
まえた行動について考えていただくための出前
講座や図上訓練などを実施しています。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-4291
FAX：077-528-4904
Mail：ryuiki@pref.shiga.lg.jp

県

25 ＮＥＸＣＯ中日本 NEXCO中日本　高速道
路交通安全セミナー

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ

高速道路における交通安全を目的として、高速
道路の基礎知識や、事故状況のデータなどを紹
介する。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

運輸業・郵
便業

26 自衛隊 滋賀地
方協力本部

出前講座
知ってみよう！自衛隊

市町、公民館、
自治会、ＰＴＡ、
子ども会

日本の平和と独立及び国民・滋賀県民の暮らし
の安心・安全を守るための幅広い分野にわたる
自衛隊の取組をわかりやすく説明します。講座に
かかる費用は一切ありません。
※詳細は、滋賀県地方協力本部のホームページ
をご覧ください。
http://www.mod..go.jp/pco/shiga/

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

国

27 待コミュニケー
ション

金融犯罪の現状と防止
講座

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ

オレオレ詐欺をはじめとする詐欺（還付金、架空
請求、融資保証金など）の実態とその手口、犯罪
および被害の防止について学びます。お笑いを
交えた楽しい内容です。
※高齢者のサロン活動に最適な内容です。

要：旅費、消
耗品費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

28 株式会社 宙 「怒り」連鎖を断ち切ろ
う！（再掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
PTA、子ども会

「ムカツク！」「イラッ！とする」など「怒り」の感情
をそのまま相手にぶつけるコミュニケーションが
増えてきました。これは「怒り」の感情について正
しい心理教育や心理トレーニングをしてこなかっ
たことが大きな原因です。「怒りの感情」は「悪い
こと」でも「恥ずかしいこと」でもありません。「怒る
こと」と「怒る必要のないもの」を区別するトレーニ
ングをすることで自分で「怒り」の感情を適切に扱
えるようになります。怒りの感情は連鎖します。安
心安全な環境をつくるために、親子で「怒りの感
情をコントロールするスキル」を学びませんか？
保護者、教師対象のメニューもご提案できます。

要:謝金、旅
費（子どもが
対象の場合
はワーク
ブック＠500
円が必要と
なります）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

教育、学習
支援業

29 ひとまちコラボ
レーション！

気軽に「地域での困り
ごとや課題」を語り合お
う！（参加型）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「子供や若者、お年寄りの居場所をつく
ろう」、「まちの魅力・お宝を（再）発見しよう（自
然・歴史・文化等）」、「お互いの違いによる悩み・
困りごとを分かち合おう（障がい、多文化共生
等）」などのご希望のテーマについて、グループ
に分かれて意見交換や発表を自由な雰囲気で行
います。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体
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フィーチャーフォンスマートフォン

出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【安全・安心（防災・防犯）】【男女共同参画】【福祉・介護】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

30 ひとまちコラボ
レーション！

いざ、みんなのまちをタ
ウンウオッチング！（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「まちのお宝を再発見しよう（自然、歴史
的まちなみなど）」、「散歩コースをつくろう」、「通
学路の危険個所を探そう」、「お年寄り・子供など
の交通事故が起きやすい箇所を調べよう」、「転
びやすい道路などの段差を見つけよう」などのご
希望のテーマについて、グループに分かれて活
動し（時間に都合がつく範囲で実際にまちに出か
ける）、話し合い、発表を自由な雰囲気で行いま
す。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります。
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 株式会社 宙 夢を叶えるコミュニケー
ション（再掲）

市町、公民館、
ＰＴＡ

子ども、年齢を問わず、未来の夢や目標を叶える
コミュニケーション。コーチングのスキルのご紹介
と楽しく笑顔になるワークショップ。

要:謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

サービス業

2 株式会社 宙 「怒り」連鎖を断ち切ろ
う！（再掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
PTA、子ども会

「ムカツク！」「イラッ！とする」など「怒り」の感情
をそのまま相手にぶつけるコミュニケーションが
増えてきました。これは「怒り」の感情について正
しい心理教育や心理トレーニングをしてこなかっ
たことが大きな原因です。「怒りの感情」は「悪い
こと」でも「恥ずかしいこと」でもありません。「怒る
こと」と「怒る必要のないもの」を区別するトレーニ
ングをすることで自分で「怒り」の感情を適切に扱
えるようになります。怒りの感情は連鎖します。安
心安全な環境をつくるために、親子で「怒りの感
情をコントロールするスキル」を学びませんか？
保護者、教師対象のメニューもご提案できます。

要:謝金、旅
費（子どもが
対象の場合
はワーク
ブック＠500
円が必要と
なります）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

教育、学習
支援業

3 公益財団法人
滋賀県人権セン
ター

人権講座（研修講師派
遣）(再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

人権に関する啓発研修や講座の講師を派遣しま
す。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

4 ひとまちコラボ
レーション！

気軽に「地域での困り
ごとや課題」を語り合お
う！（参加型）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「子供や若者、お年寄りの居場所をつく
ろう」、「まちの魅力・お宝を（再）発見しよう（自
然・歴史・文化等）」、「お互いの違いによる悩み・
困りごとを分かち合おう（障がい、多文化共生
等）」などのご希望のテーマについて、グループ
に分かれて意見交換や発表を自由な雰囲気で行
います。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

5 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ，
ＰＴＡ，子ども
会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 国際協力機構
関西国際セン
ター　JICA関西

国際協力出前講座
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

講師は滋賀県のJICAボランティア（青年海外協
力隊、シニア海外ボランティア）OB/OGで、途上
国で2年間働き、見たこと、感じたこと、考えたこと
をお話いたします。 人によりアフリカから南米ま
で派遣されていた国も様々で、現地での仕事も
看護師から学校の先生、青少年活動、自動車整
備士など様々です。また、SDGs（持続可能な開
発目標）について、わかりやすく学ぶワークショッ
プを行うことも可能です。

不要(講師
がJICA職員
の場合は不
要。その他
は謝金、旅
費が必要)

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

独立行政法
人

2 国土交通省近
畿運輸局

バリアフリー学習 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

誰もが安心・快適に暮らせるバリアフリー社会実
現のための取り組みやその内容を学習します。
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」という
ユニバーサルデザインの考え方に基づき、高齢
者や障がい者の方々など誰もが使いやすい公共
交通等の整備や、「心のバリアフリー」を進める
取り組みが行われています。バリアフリーに関す
る「近畿地方」の現状や課題についても説明しま
す。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

国
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フィーチャーフォンスマートフォン

出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【福祉・介護】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

3 公益社団法人
全日本ダンス協
会連合会 滋賀
県ダンス教師協
会

いきいき健康体操・3世
代交流（親子）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

音楽に合わせて頭と身体を楽しく動かして健康維
持

要:旅費 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益社団法
人

4 株式会社 宙 夢を叶えるコミュニケー
ション（再掲）

市町、公民館、
ＰＴＡ

子ども、年齢を問わず、未来の夢や目標を叶える
コミュニケーション。コーチングのスキルのご紹介
と楽しく笑顔になるワークショップ。

要:謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

サービス業

5 聴覚障害者セン
ター
（社会福祉法人
滋賀県聴覚障
害者福祉協会）

聴覚障害者への理解 市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

聴覚障害者の理解、コミュニケーションについて
の理解と学習、手話の学習など。身体障害者の
中でも、聴覚障害者は外見からはわかりにくく、
その不便さや困難さも理解されにくい面がありま
す。ろう者や難聴者、中途失聴者、高齢の難聴者
など聞こえの程度やコミュニケーションの方法も
様々です。このことを理解し、聴覚障害者の暮ら
しや諸問題を知り、聴覚障害者とのコミュニケー
ション方法を学習します。内容によっては、手話
について学び、手話での挨拶や会話を体験しま
す。

要：謝金、旅
費

直接お問い合わせください。
滋賀県聴覚障害者福祉協会
人材養成チーム
電話：077-561-6111
FAX ：077-565-6101
Mail：shigajou@eos.ocn.ne.jp
ホームページ：
http://www.shigajou.or.jp/

社会福祉法
人（県立施
設指定管理
者）

6 特定非営利活
動法人 ひだま
り

認知症の人の気持ち
（思いを理解して関わ
る）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

認知症の理解と関わりについての講座です。
「認知症の人の気持ち」って・・・
地域で認知症の方をサポートするためにも、まず
は「認知症に関する知識」を学ぶことが大切で
す。
だれもが、安心して暮らしていけるよう、認知症
の理解を深めていく内容です。

要：謝金（準
備代）、旅費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

NPO

7 特定非営利活
動法人 ひだま
り

認知症の予防について 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

認知症の予防について、アクティビティを取り入
れた講座です。
「認知症の予防」は、社会的に大きな関心事で
す。
この講座では、認知症をどのように予防していけ
ばよいのか、簡単な実践を取り入れながらお話し
ていきます。

要：謝金（準
備代）、旅費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

NPO

8 株式会社 宙 「怒り」連鎖を断ち切ろ
う！（再掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
PTA、子ども会

「ムカツク！」「イラッ！とする」など「怒り」の感情
をそのまま相手にぶつけるコミュニケーションが
増えてきました。これは「怒り」の感情について正
しい心理教育や心理トレーニングをしてこなかっ
たことが大きな原因です。「怒りの感情」は「悪い
こと」でも「恥ずかしいこと」でもありません。「怒る
こと」と「怒る必要のないもの」を区別するトレーニ
ングをすることで自分で「怒り」の感情を適切に扱
えるようになります。怒りの感情は連鎖します。安
心安全な環境をつくるために、親子で「怒りの感
情をコントロールするスキル」を学びませんか？
保護者、教師対象のメニューもご提案できます。

要:謝金、旅
費（子どもが
対象の場合
はワーク
ブック＠500
円が必要と
なります）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

教育、学習
支援業

9 ひとまちコラボ
レーション！

気軽に「地域での困り
ごとや課題」を語り合お
う！（参加型）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「子供や若者、お年寄りの居場所をつく
ろう」、「まちの魅力・お宝を（再）発見しよう（自
然・歴史・文化等）」、「お互いの違いによる悩み・
困りごとを分かち合おう（障がい、多文化共生
等）」などのご希望のテーマについて、グループ
に分かれて意見交換や発表を自由な雰囲気で行
います。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

10 ひとまちコラボ
レーション！

いざ、みんなのまちをタ
ウンウオッチング！（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「まちのお宝を再発見しよう（自然、歴史
的まちなみなど）」、「散歩コースをつくろう」、「通
学路の危険個所を探そう」、「お年寄り・子供など
の交通事故が起きやすい箇所を調べよう」、「転
びやすい道路などの段差を見つけよう」などのご
希望のテーマについて、グループに分かれて活
動し（時間に都合がつく範囲で実際にまちに出か
ける）、話し合い、発表を自由な雰囲気で行いま
す。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります。
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

11 ひとまちコラボ
レーション！

見えない、歩けない方
等の状況を体験しよう

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

見ることや聞くこと、歩くこと、話すことや意思表
示することなどに「しょうがい」のある状況を体験
し、その方の困っていることや気持ちを理解し、
周りの人はどうすればいいのか、みんなで考えま
す（アイマスク、車椅子・松葉杖、食事介助、耳
栓、筆談、読心など体験）。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります。
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体
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出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【福祉・介護】【地域づくり】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

12 一般社団法人  公
益相続支援セン
ター京滋

聞いて安心！知って役立
つ！今からはじめる
やさしい相続セミナー（再掲）

市町、公民館、
自治会、その他

日々、相続にまつわるあらゆるお困り事に耳をか
たむけ、その人にあった解決方法を一緒に考え
ています。そんな中、よく耳にするのが「こんなこ
とになるなんて思ってなかった、元気なうちに〇
〇しておけばよかった…」というお声です。「何を
どうしたらいいのかわからない」という方が、ご自
身のこれからを考えるキッカケづくりをお手伝いし
ます。遺言、不健康期間（認知症、成年後見）、生
前贈与、相続税、手続き等、聴講者の理解度や
興味・関心に応じてお話しします。

不要（ただ
し、遠方の
場合は旅費
が必要）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

サービス業
（相続支援）

13 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ，
ＰＴＡ，子ども
会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 県民活動生活
課（県民活動・
協働推進室）

ＮＰＯ・協働はやわかり
講座

一般県民・NPO
関係者

ＮＰＯ法人の設立・運営や県の仕組み・施策につ
いて説明を行い、ＮＰＯ活動や県行政について
知っていただくとともに、社会貢献活動への参加
や多様な主体との協働を呼びかける講座を実施
します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県

2 国際協力機構
関西国際セン
ター　JICA関西

国際協力出前講座
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

講師は滋賀県のJICAボランティア（青年海外協
力隊、シニア海外ボランティア）OB/OGで、途上
国で2年間働き、見たこと、感じたこと、考えたこと
をお話いたします。 人によりアフリカから南米ま
で派遣されていた国も様々で、現地での仕事も
看護師から学校の先生、青少年活動、自動車整
備士など様々です。また、SDGs（持続可能な開
発目標）について、わかりやすく学ぶワークショッ
プを行うことも可能です。

不要(講師
がJICA職員
の場合は不
要。その他
は謝金、旅
費が必要)

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

独立行政法
人

3 ＣＫミュージック
コンサルタント

カラオケをもっと楽しみ
ましょう（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

カラオケを基本的発声から見直したり、楽譜から
学んで歌唱力を向上させるための楽しいワーク
ショップです。

要:謝金、旅
費（遠隔地
のみ）
※カラオケ
機使用の場
合は追加費
用必要

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

サービス業

4 公益財団法人
滋賀県国際協
会

国際理解・外国人住
民・多文化共生につい
て（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

ワークショップ（体験型学習）を通じて、異文化理
解、多文化共生等について学ぶプログラムを実
践したり、外国人住民の現状についての講演を
行うことも可能です。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

5 市民活動支援
レッツ栗東

竹細工体験教室（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

対象者によって、竹材料を使い、竹細工体験（ペ
ン立て、花器、プランター、うぐいす笛、竹ポック
リ、水鉄砲、竹とうろう等）
※ご要望により作品の紹介チラシを送ります。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

6 中小企業支援
課

中小企業の活性化に
関する意見交換会

中小企業活性
化に関心がある
県民、事業者等

平成２５年４月１日に施行した「滋賀県中小企業
の活性化の推進に関する条例」に基づき、県の
施策に中小企業者や関係者の意見を反映させる
ため、県内の事業者の方々等と意見交換を行い
ます。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3733
FAX ：077-528-4871
Mail：fb00@pref.shiga.lg.jp

県

7 統計課 統計出前講座 公民館、自治
会、PTA、子ども
会

私たちの身の周りには様々な統計資料や調査
データがあふれています。
これらの情報を正しく理解し活かしていくために
は、統計的なものの見方や考え方を育むことが
重要です。県職員を講師として派遣し、統計に関
する講座を実施します。＜講座一覧＞　１　しが
統計・キッズクイズ　２　滋賀県なんでも一番　３
統計とは？　４　統計グラフの見方、作り方

不要（会場
経費が必要
な場合は、
申込者負
担）

直接お問い合わせください。
電話：077-528-3393
FAX ：077-528-4835
Mail：cv0009@pref.shiga.lg.jp

県

8 動物保護管理
センター

地域協働事業
（犬・猫の正しい飼い方
講座）

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴＡ

市町または自治会等が実施する、犬・猫に関す
る正しい飼い方もしくはマナーまたペットのため
の防災知識など、地域における取組に滋賀県動
物保護管理センター職員を講師として派遣しま
す。

不要 直接お問い合わせください。
電話：0748-75-1911
Fax：0748-75-4450
Mail：el31@pref.shiga.lg.jp

県

9 都市計画課 景観講座 市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

自治会等でまちづくりに取り組む自主的な活動を
促進するための近隣景観形成協定制度について
説明します。また、歴史的街道沿道の景観形成
をテーマとしたまちづくり活動など、景観を活かし
た地域の魅力向上の取り組みについて説明しま
す。地域の魅力・特色を見つけ、共有し、発信す
る地域づくり活動にご活用ください。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-4184
FAX ：077-528-4906
Mail：ha0604@pref.shiga.lg.jp

県

10 農村振興課
（農村企画係）

地域づくり芽だし講座 公民館、自治
会、ＮＰＯ

人口の減少や高齢化などに起因する様々な課題
を抱える農村地域住民自らによる、話し合いや実
践活動を通じた課題解決に向けたきっかけづくり
をお手伝いします。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3961
FAX ：077-528-4888
Mail：ｑh01@pref.shiga.lg.jp

県

72
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出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【地域づくり】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

11 農村振興課
（農村企画係）

農家民宿開業支援講
座

市町、公民館、
自治会

都市との交流による農村活性化の手段として期
待される「農家民宿」について、その開業にかか
る法制度や開業へのプロセスを解説します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3961
FAX ：077-528-4888
Mail：ｑh01@pref.shiga.lg.jp

県

12 株式会社 宙 「怒り」連鎖を断ち切ろ
う！（再掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
PTA、子ども会

「ムカツク！」「イラッ！とする」など「怒り」の感情
をそのまま相手にぶつけるコミュニケーションが
増えてきました。これは「怒り」の感情について正
しい心理教育や心理トレーニングをしてこなかっ
たことが大きな原因です。「怒りの感情」は「悪い
こと」でも「恥ずかしいこと」でもありません。「怒る
こと」と「怒る必要のないもの」を区別するトレーニ
ングをすることで自分で「怒り」の感情を適切に扱
えるようになります。怒りの感情は連鎖します。安
心安全な環境をつくるために、親子で「怒りの感
情をコントロールするスキル」を学びませんか？
保護者、教師対象のメニューもご提案できます。

要:謝金、旅
費（子どもが
対象の場合
はワーク
ブック＠500
円が必要と
なります）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

教育、学習
支援業

13 文化振興課
（滋賀県立近代
美術館）

地域出前プログラム
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

滋賀ならではの「美」の魅力を身近に感じていた
だくため、美術館や所蔵作品等の魅力を紹介し、
美術の楽しさを体験してもらうワークショップや美
術品持参による鑑賞・解説、出前トークを実施し
ます。
所要時間：２時間程度
対象者の「その他」：県内で文化、経済、地域づく
り等の活動をおこなう団体
※希望する内容を選んでいただきます。詳細は、
滋賀県立近代美術館のホームページ
（http://www.shiga-kinbi.jp/?p=19514）をご覧くだ
さい。
※募集団体数に達した時点で締め切ります。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3341
FAX ：077-528-4833
Mail：ck00@pref.shiga.lg.jp

県

14 しが棚田ボラン
ティア事務局
（農村振興課）

棚田ボランティアのす
すめ（再掲）

市町、自治会、
ＮＰＯ、農業団
体、企業、大学

食料生産や洪水防止、水源かん養などの多面的
な機能を持った棚田地域を良好に維持していくた
め、地域の方と都市の方を中心としたボランティ
アによる保全活動を進めています。棚田の魅力
やその保全の重要性をわかりやすく説明し、取り
組みのきっかけづくりをお手伝いします。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3961
FAX ：077-528-4888
Mail：ｑh01@pref.shiga.lg.jp

県

15 農村振興課 中山間地域等直接支
払制度なんでも講座

市町、自治会、
農業団体

「中山間地域等直接支払制度」についての理解
を深めていただくため、制度の概要や活動内容、
手続の流れ等について説明します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3961
FAX ：077-528-4888
Mail：ｑh01@pref.shiga.lg.jp

県

16 ひとまちコラボ
レーション！

気軽に「地域での困り
ごとや課題」を語り合お
う！（参加型）（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「子供や若者、お年寄りの居場所をつく
ろう」、「まちの魅力・お宝を（再）発見しよう（自
然・歴史・文化等）」、「お互いの違いによる悩み・
困りごとを分かち合おう（障がい、多文化共生
等）」などのご希望のテーマについて、グループ
に分かれて意見交換や発表を自由な雰囲気で行
います。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

17 ひとまちコラボ
レーション！

いざ、みんなのまちをタ
ウンウオッチング！（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

例えば、「まちのお宝を再発見しよう（自然、歴史
的まちなみなど）」、「散歩コースをつくろう」、「通
学路の危険個所を探そう」、「お年寄り・子供など
の交通事故が起きやすい箇所を調べよう」、「転
びやすい道路などの段差を見つけよう」などのご
希望のテーマについて、グループに分かれて活
動し（時間に都合がつく範囲で実際にまちに出か
ける）、話し合い、発表を自由な雰囲気で行いま
す。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります。
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

18 ひとまちコラボ
レーション！

見えない、歩けない方
等の状況を体験しよう
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、事業者

見ることや聞くこと、歩くこと、話すことや意思表
示することなどに「しょうがい」のある状況を体験
し、その方の困っていることや気持ちを理解し、
周りの人はどうすればいいのか、みんなで考えま
す（アイマスク、車椅子・松葉杖、食事介助、耳
栓、筆談、読心など体験）。
※取り組み内容等は、これ以外の内容もできる
だけ対応しますので、お気軽にご相談ください。
★地域でのまちづくりにも取り組んでいます。中
高社会科教職経験もあります。
★Facebook「ひとまちコラボレーション！」もご参
照ください。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

19 県民生活部県
民活動生活課

滋賀県協働プラット
フォーム（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ，
ＰＴＡ，子ども
会、その他

県政に関わる様々なテーマについて、対話や協
議を実施。
提案いただいたテーマについて関心のある多様
な主体を募り、コーディネーター(当室が依頼)の
進行の元、出席者で対話・協議します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3419
FAX ：077-528-4840
Mail：npo@pref.shiga.lg.jp

県
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出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【その他】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

1 大阪ガス株式
会社

”和食だし”体験講座
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
PTA、子ども会、
その他

和食の味の決め手となる滋味豊かな本物の”だ
し”について、味覚体験を通じて理解を深めま
す。和食の魅力を次世代に伝承できるよう、ガス
火を使って料理する楽しさを体験しながら学びま
す。（基本は、小学校高学年以上対象）
詳細は、大阪ガス株式会社のホームページ
（http://www.osakagas.co.jp/shokuiku/）をご覧く
ださい。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

電気・ガス・
熱供給・水
道業

2 大阪ガス株式
会社

冷熱実験プログラム 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
PTA、子ども会、
その他

天然ガスは－１６０℃でLNG（液化天然ガス）とな
ります。超低温における珍しい現象を液化窒素を
使って実験します。ゴムボールや風船などの不
思議な変化を体験します。
「天然ガス」が「都市ガス」になる過程とともに、都
市ガスの環境性を学習します。
詳細は、大阪ガス株式会社のホームページ
（http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/ed
/）をご覧ください。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

電気・ガス・
熱供給・水
道業

3 大津地方検察
庁

検察の使命・役割と裁
判員制度について

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

<1>検察庁の役割、<2>検察が行う捜査・公判活
動の意義、<3>検察庁職員（検察官、検察事務
官）の仕事内容、<4>裁判員制度についてなど、
わかりやすく説明します。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

国

4 企画調整課 「滋賀県基本構想」って
何？

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴＡ

「滋賀県基本構想」の概要や、その推進について
説明し、県政運営の基本的な考え方についてご
理解をいただくための講座を実施します。

不要 直接お問い合わせください
電話：077-528-3313
FAX ：077-528-4830
Mail：
seisakusuishin@pref.shiga.lg.jp

県

5 企画調整課 「関西広域連合」って、
何をしているの？

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴＡ

平成22年12月に設立された関西広域連合の取
組について、広くお知らせし、御理解をいただくた
めの講座を実施します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3315
FAX：077-528-4830
Mail：kouiki@pref.shiga.lg.jp

県

6 国土交通省
近畿整備局
琵琶湖河川事
務所

琵琶湖河川事務所事
業概要

公民館、自治
会、NPO、PTA、
子ども会

琵琶湖河川事務所が実施している、瀬田川洗堰
による琵琶湖の水位管理や天ケ瀬ダム再開発事
業及び瀬田川・野洲川・琵琶湖における河川改
修、河川管理、河川環境、河川利用に関する
様々な取組についてご紹介します。
※アクア琵琶映像ホールを利用して実施すること
も可能です。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

国

7 財政課 滋賀県の財政事情 市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会

本県財政の状況について、予算決算の概要、財
政指標や経年変化の推移などを説明します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3184
FAX ：077-528-4817
Mail：be00@pref.shiga.lg.jp

県

8 滋賀県金融広
報委員会

くらしのお金講座 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

くらしに身近なお金に関する事（保険、投資、生
活設計、消費生活、金銭教育など）をテーマに60
～120分の講演を行う。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

9 滋賀県健康推
進員団体連絡
協議会

健康食育講座（生涯を
通じた食育活動）（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

子どもから高齢者まで、各年代にあった健康・食
育活動（望ましい食習慣、生活習慣病予防、低栄
養予防、健康体操、口腔ケア、受動喫煙防止）を
調理実習、寸劇、紙芝居、カルタ等を通して楽しく
わかりやすい講習をします。

要：材料費
（調理実習
等の場合）、
旅費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

10 一般財団法人
滋賀県動物保
護管理協会

犬の飼い方講習会出
前講座

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

犬の基本的な飼い方について、講習会を行う。 不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

一般財団法
人

11 一般財団法人
滋賀県動物保
護管理協会

初歩の犬のしつけ方教
室

市町、公民館、
自治会

犬の初歩的なしつけ方（正しい触り方、アイコンタ
クト、おすわりなど）について飼い犬と一緒に学ぶ
教室。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

一般財団法
人

12 滋賀掃除に学
ぶ会

掃除に学ぶ 市町、自治会、
PTA、子ども会

掃除からいろいろな学びがあります。身の回りを
きれいにするだけでなく、心も磨かれていきます。
また、これからの人生の中で、たくさんの問題に
対面していきます。汚れた所に向きあい、問題か
ら逃げない、たくさんのことに気づく心を持ってい
ただけたら幸いです。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

13 滋賀ダイハツ販
売株式会社

自動車の楽しみ方　福
祉車両って？

市町、自治会、
子ども会

１　自動車の構造やしくみについて
２　簡単な日常点検について
３　福祉車両の体験

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

卸売・小売
業

14 一般社団法人
全国銀行協会

全銀協のどこでも出張
講座（再掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
PTA、子ども会

生活設計・マネープランゲーム、銀行のしくみ、金
融商品を選ぶポイント、金融犯罪の手口と対策な
どをテーマに、ご依頼に応じて講師を派遣しま
す。

不要 全銀協ホームページ講師派
遣
（http://www.zenginkyo.or.jp/
education/detachment/）にあ
る申込書をFAXいただくか、
出張講座担当（03-5252-
3720）までご連絡ください。
テーマ、日程によってはご希
望に添えない場合もありま
す。

一般社団法
人
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出
前
講
座

地域で学ぼう「出前講座」-【その他】

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

15 株式会社 宙 夢を叶えるコミュニケー
ション（再掲）

市町、公民館、
ＰＴＡ

子ども、年齢を問わず、未来の夢や目標を叶える
コミュニケーション。コーチングのスキルのご紹介
と楽しく笑顔になるワークショップ。

要:謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

サービス業

16 道路課 橋梁の長寿命化につい
て

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ

県民の生活を支える道路橋は近年老朽化が進
行しており、「痛む前に直して、長く使う」という予
防保全的な維持管理の取組を紹介します。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-4134
FAX ：077-528-4903
Mail：ha03@pref.shiga.lg.jp

県

17 滋賀県租税教
育推進連絡協
議会

暮らしの税情報 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

税金の仕組みや各年代に応じた税に関する情報
を中心に、要望に応じて講座内容を決定します。
（対象者に応じて、ビデオや紙芝居を使いなが
ら、分かりやすく説明します。）

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

団体

18 総務省滋賀行
政監視行政相
談センター

ご存知ですか？行政相
談委員

市町、公民館、
自治会、ＰＴＡ

行政相談委員は、皆さんの身近な相談相手とし
て、行政に関する苦情や相談をお聴きし、助言や
関係機関への通知を行っています。当講座で
は、行政相談制度や具体的な改善事例をご紹介
するとともに、参加者からのご相談や意見・要望
をお聴きしています。

不要 登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

国

19 公益財団法人
日本漢字能力
検定協会

漢字で缶バッジを作ろ
う！

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

漢字一字に想いを込めてオリジナルの缶バッジ
をつくるワークショップです。
直径3.5cmの缶バッジの世界に、自由な色使い
や挿絵などで工夫しながらたくさんの想いを込め
て、世界でひとつの缶バッジをつくりましょう。

要：教材費
（実費）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

20 公益財団法人
日本漢字能力
検定協会

消しゴムで漢字はんこ
を作ろう！

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

消しゴムを使って漢字のハンコを作るワーク
ショップです。
このワークショップでは、現在の漢字だけでなく古
代文字も学びながら、身近な素材（消しゴム）に
竹串を使って安全に彫り進め、ハンコを完成させ
ていきます。
現在の漢字または古代文字のいずれかで手作り
のハンコをつくりましょう。

要：教材費
（実費）

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

公益財団法
人

21 県民活動生活
課（県民情報
室）

公文書管理・県政史料
室出前講座(再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
その他

現在検討中の「(仮称)滋賀県公文書等の管理に
関する条例」および「(仮称)滋賀県立公文書館条
例」の骨子（案）をもとに、「歴史的文書」などの活
用のあり方や、現用の公文書の管理の考え方等
について説明します。その後、県民情報室職員と
参加者の皆様とで、公文書管理のあり方等につ
いて意見交換を行います。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-528-3121
FAX ：077-528-4813
Mail：kenmin-j@pref.shiga.lg.jp

県

22 しがロジカル
キッズネット
ワーク

初級プログラミング講
座（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

初心者向けビジュアルプログラミング環境を使用
し、こどもから大人まで幅広くプログラミングの楽
しさを体験していただきます。　子供向けには
Scratch（スクラッチ）やプログラミンなど小学生で
も十分理解できる無償プログラミング環境を利用
し、アプリやゲームなど幅広い分野のプログラム
を短時間で作成することが可能です。　基本60分
～90分程度。

要：謝金、旅
費

登録団体のため、しが生涯学
習スクエアまでお問い合わせ
ください。
電話：077-528-4652

教育事業
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４ におねっとレポート
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１ 「学びのメニューファイル」について
２ 講座・教室の探し方

（１）しが生涯学習スクエアで探す
（２）インターネット、携帯電話、スマホで探す
（３）情報誌で探す
３ 講座・教室等
４ におねっとレポート

滋賀県教育委員会事務局生涯学習課

〒520-8577
滋賀県大津市京町４丁目１－１
電話：077-528-4652
FAX：077-528-4962
E-mail：info@nionet.jp
ＵＲＬ：http://www.nionet.jp/
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