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期 日 等 8月9日(金) 13:00～16:45

場　　所 ピアザ淡海 2階 204会議室

費　　用 無料

分　　野

社会・人権

期 日 等 7月31日(水) 14:00～17:00

場　　所 ピアザ淡海 ピアザホール

費　　用 無料

分　　野

社会・人権

期 日 等 指定の火曜日・木曜日（コースにより週2回・1回参加選択） 18:00～21:00

子 場　　所 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）

費　　用 週2回1,350円/1回　週1回1,500円/1回

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の水曜日 年中13:40～、年長14:50～、1～3年生16:00～(各コース50分ずつ)

子 場　　所 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）

費　　用 15回：13,800円　1回：1,000円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の火曜日（年間20回開催） 10:00～11:30

場　　所 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）

費　　用 年間会員（20回）8,500円　1回600円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の火曜日（10回×3期） 9:30～11:30

場　　所 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）

費　　用 各期　12,000円（保険料、シャトル代含む）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の水曜日（年間24回） 17:30～21:00（内2時間）

場　　所 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）　大競技場

費　　用 幼・小・中：300円　高校生：400円　一般：600円

分　　野

くらし・健康

ピアザ淡海

No.004 なかよしスポーツ教室

対　　象 年中、年長、小学校1～3年生

申込期間 先着順　※1回参加の受付は各希望日の1週間前から

No.002 滋賀県産業支援プラザ 設立20周年 記念講演会

対　　象 一般

申込期間 先着順

内　　容

基本を中心に応用技能まで習得させ、全国大会で活躍す
ることを目標に指導する。 競技力向上を主としたクラブ
育成事業として、年間を通したスクールとする。

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.003 ジュニア強化バドミントンスクール

対　　象 小学1年生～中学3年生

申込期間 随時受付で先着順

内　　容

アイリスオーヤマ株式会社代表取締役会長 大山 健太郎
氏に幾多のピンチをチャンスに変えてこられた経営戦略
や成功の秘訣、ご自身の経営哲学等についてご講演いた
だきます。

申込方法 滋賀県産業支援プラザホームページをご確認ください。

問合せ先 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ TEL:077-511-1410

ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）

内　　容

健康相談 ・準備運動 ・レクリエーション （楽しいレク
ゲーム、ウォーキングエクササイズ、健康ストレッチン
グ等） ・フリータイム種目 （バドミントン・卓球・パ
ドルテニス・ターゲットバードゴルフ等）。

申込方法 年間会員は事務室まで。1回参加は当日受付でお申し込みください。

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 ライフアップスポーツ

対　　象 40歳以上の男女

申込期間 随時受付

内　　容

トランポリン・跳び箱・鉄棒・マットなどを使用し、お
友達と一緒に楽しく運動します！ サーキットやレクリ
エーションもやります！！ みんなで楽しみながら、気持
ち良い汗を流しましょう！

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.007 スポーツデー

対　　象 幼児～成人

申込期間 当日受付

内　　容

基本的な動作やラケットワークの習得を中心とし、バド
ミントンの楽しさを知ってもらい、練習試合ができるこ
とを目的として行う。

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.006 バドミントン教室

対　　象 一般男女

申込期間 第1期：4月17日～、第2期：8月20日～、第3期：12月3日～受付

内　　容

バドミントン・卓球・トランポリン等の軽スポーツを手
軽にすることができる。 ステージでは、鉄棒・すべり
台・ボールプール等の幼児スペースで遊ぶことができま
す。

申込方法 参加当日に館内事務所で受付申込をしてください。

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

（公財）滋賀県国際協会 TEL:077-526-0931

申込期間 先着順

No.001 国際教育教材体験フェアin滋賀2019

対　　象 学生、教員、地域国際協会の方など、プログラムにより異なる

内　　容

今年もワークショップを中心とした実践手法を経験する
機会として「国際教育教材体験フェアin滋賀2019」を開
催します。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先

３ 講座・教室等

大津市

１．大津市で開催される講座・教室
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 8月3日(土) 14:00～

場　　所 コラボしが21

費　　用 一般500円(『じゃじゃ馬ならし』公演チケットを提示の方は無料)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月1日(第4回)、9月19日(第5回) 13:30～15:00　10月17日(第6回) 13:00～16:30

場　　所 第4回、5回:コラボしが21　第6回現地探訪:坂本城跡周辺

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2019年10月～2020年1月 

場　　所 滋賀大学　大津キャンパス、彦根キャンパス

費　　用 1科目　6,000円

分　　野

その他

期 日 等 11月2日(土)13:00～16:00

場　　所 滋賀大学　大津キャンパス

費　　用 1,000円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 4月13日(土)～11月2日(土)

場　　所 滋賀大学　大津キャンパス、彦根キャンパス、オンライン

費　　用 講座 1回 1,000円(オンライン講座は無料)　実技講座 1回 1,500円

分　　野

その他

期 日 等 ～11月30日(土) 1回2時間 ※調整のうえ、開催日時を決定します。

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖漕艇場

費　　用 大学生以上1,200円、小・中・高校生1,000円(保険料込み)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 クラスにより異なる

子 場　　所 におの浜ふれあいスポーツセンター

費　　用 月4回　4,860円

分　　野

くらし・健康

内　　容

講師にシェイクスピア研究者の葉山智成先生を迎えてプ
レトークを行います。シェイクスピア作品の特徴や
『じゃじゃ馬ならし』の世界観を、映像や資料を交えて
わかりやすくご紹介します！

申込方法 電話、インターネット

問合せ先 びわ湖ホール事業部 TEL:077-523-7150

No.008
子どものためのｼｪｲｸｽﾋﾟｱ『じゃじゃ馬ならし』
ﾌﾟﾚﾄｰｸ「ｼｪｲｸｽﾋﾟｱってどんな人？」

対　　象 6歳以上

申込期間 定員満席まで(60名)

コラボしが21

No.010 滋賀大学【秋学期】 令和元年度 公開授業

対　　象 一般(原則として高卒以上)

申込期間 9月2日（月）～9月10日（火）まで

内　　容

第4回「明智光秀近江出身伝説を追う～琵琶湖文化館蔵
『淡海温故録』から広がる世界」
第5回「明智光秀の幻の名城坂本城」
第6回「現地探訪幻の坂本城を探る」

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 滋賀県立琵琶湖文化館 TEL:077-522-8179

No.009 滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」

対　　象 一般

申込期間 先着順。第6回のみ1か月前から別途募集開始

滋賀大学

内　　容

参加者の皆さんに箱庭を作成していただき、心のイメー
ジを味わう体験を行います。 また心理療法とはなにかに
ついて基本的な解説を行い、人の心を支えるうえで大切
な姿勢について学びを深めます。

申込方法 電話、FAX、メール、インターネット

問合せ先 滋賀大学　産学公連携推進課 TEL:0749-27-1279 FAX:0749-27-1431

No.011
心理療法の基礎知識と箱庭作成体験ワーク
ショップ

対　　象 一般

申込期間 8月3日(土)～10月3日(木)まで

内　　容

大学正規の授業を一般の方に公開します。授業科目の詳
細については、滋賀大学公開授業ホームページよりご確
認ください。

申込方法 インターネット、電話、FAX、メール

問合せ先 滋賀大学　産学公連携推進課 TEL:0749-27-1279 FAX:0749-27-1431

No.013 ボート・カヌー体験教室

対　　象 小学校4年生以上の初心者 ※ボートは4人1組、カヌーは2名以上

申込期間 ～11月30日(土)

内　　容

「高校生のためのデータサイエンス」「音楽実技」「テ
ニス教室」など

申込方法 インターネット、電話、FAX、メール

問合せ先 滋賀大学　産学公連携推進課 TEL:0749-27-1279 FAX:0749-27-1431

No.012 滋賀大学 令和元年度 公開講座

対　　象 講座により異なる

申込期間 講座により異なる(締め切り後も定員に達していない講座への申し込みは可能)

滋賀県立琵琶湖漕艇場

内　　容

子ども水泳プログラムでは、安心・安全にプログラムを
行うためにライフジャケットを着てプログラムを行いま
す。 水が怖い、泳ぎが苦手なお子様でも、安心してプー
ルで水を楽しむことができます。

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

No.014 キッズスイミングスクール

対　　象 満3歳～中学生

申込期間 随時受付

内　　容

初心者の方のための、ボート又はカヌーの教室です。 陸
上で説明をし、早速船に乗って琵琶湖へ漕ぎ出します。
難しい事はしませんので、お気軽にお申し込みくださ
い。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県立琵琶湖漕艇場 TEL:077-545-2165

におの浜ふれあいスポーツセンター

6



大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 クラスにより異なる

子 場　　所 におの浜ふれあいスポーツセンター

費　　用 クラスにより異なる

分　　野

くらし・健康

期 日 等 クラスにより異なる

場　　所 におの浜ふれあいスポーツセンター

費　　用 月3回 月会費制

分　　野

くらし・健康

期 日 等 7月27日(土) 10:00～12:00

場　　所 びわ湖大津館

費　　用 2,160円（作品持ち帰り）

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月22(木)・8月23日(金) 9:30～、11:00～、13:00～、14:30～(各回50分)

場　　所 びわ湖大津館

費　　用 3,240円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 8月22日(木) 9:30～、11:00～、13:00～、14:30～(各回50分)

場　　所 びわ湖大津館

費　　用 4,860円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 第3講座13:30～15:00、第4講座10:30～11:15、13:30～14:15

場　　所 解放県民センター「光荘」

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 11月5日(火) 13:30～15:30

場　　所 解放県民センター「光荘」

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 7月24日(水) 14:00～15:15

場　　所 滋賀医科大学医学部附属病院2階　第2会議室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

No.016 成人スポーツ教室

対　　象 一般（20歳以上）

申込期間 クラスにより異なる

内　　容

子どもたちの成長過程に沿ったスクールカリキュラムで
楽しく練習します。 また、バスケットボールを通して自
立性や社会性の育成にも力を入れます。 Bリーグ滋賀レ
イクスターズスクールコーチが指導にあたります。

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

No.015 バスケットボールスクール

対　　象 4歳～小学6年生

申込期間 随時受付

内　　容

たまちゃん先生と一緒に多肉植物の寄せ植えを作りま
す。
夏休みの自由研究にもぴったり！

申込方法 電話、FAX

問合せ先 びわ湖大津館 TEL:077-511-4187

No.017 たまちゃん先生の多肉寄せ植え教室

対　　象 小学生以上

申込期間 先着順

内　　容

卓球、バドミントン、各種ヨガ、ピラティス、ハワイア
ンフラなど。詳細は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

びわ湖大津館

No.019 SUP(スタンドアップパドルボード)教室

対　　象 13歳以上の健康な方

申込期間 先着順

内　　容

夏休みに親子で楽しめるカヌー体験教室です。びわ湖で
爽やかな風を浴びて、カヌー体験をしてみませんか？

申込方法 電話、FAX

問合せ先 びわ湖大津館 TEL:077-511-4187

No.018 夏休み2人乗りカヌー教室

対　　象 5歳以上の健康な方 ※5～12歳のお子さまは大人とお二人で乗って下さい。

申込期間 先着順

内　　容

第3講座　みんなキラキラ光っている～万華鏡づくりを通
して豊かな心を育てよう～
第4講座　読み聞かせ・人形劇

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 公益財団法人 滋賀県人権センター TEL:077-522-8253

No.020
2019年度　クローズアップ人権講座（第3・4講
座）

対　　象 親子・子ども向けの講座

申込期間 第3講座は先着30名、締切は各講座3日前まで

内　　容

SUPとは浮力の強いサーフボードに立ち、パドルで漕ぐ新
感覚のウォータースポーツです！初心者の方を対象とし
た体験教室です。インストラクターが指導致しますの
で、安心してご参加いただけます。

申込方法 電話、FAX

問合せ先 びわ湖大津館 TEL:077-511-4187

解放県民センター「光荘」

No.022 第2回‘がんを学ぼう’市民公開講座

対　　象 がん患者さん・ご家族・その他どなたでも参加可能です。

申込期間 定員に達するまで

内　　容

ネットの幅広い知識や最新情報を学び、ネットと人権に
ついて考え、安全かつ安心してネットが使えるように情
報活用の能力をつけていきましょう！

申込方法 申込書に記載の上、FAX、メール、またはインターネットにて受付

問合せ先 公益財団法人 滋賀県人権センター TEL:077-522-8253

No.021 2019年度　インターネット人権マスター講座

対　　象 どなたでも

申込期間 講座3日前まで

滋賀医科大学医学部附属病院

内　　容

・乳がんについて
・がん相談支援センターの役割

申込方法 電話、窓口、メール

問合せ先 滋賀医科大学医学部附属病院 医療サービス課 TEL:077-548-3625
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 8月29日(木) 14:00～15:15

場　　所 滋賀医科大学医学部附属病院2階　第2会議室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 9月30日(月) 14:00～15:15

場　　所 滋賀医科大学医学部附属病院2階　第2会議室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月28日(月) 14:00～15:15

場　　所 滋賀医科大学医学部附属病院2階　第2会議室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 11月27日(水) 14:00～15:15

場　　所 滋賀医科大学医学部附属病院2階　第2会議室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 9月4日(水) 14:00～16:00

場　　所 滋賀医科大学医学部附属病院3階　第3会議室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 11月6日(水) 14:00～16:00

場　　所 滋賀医科大学医学部附属病院3階　第3会議室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 8月28日(水)～9月6日(金) (土日除く全8回)

場　　所 滋賀県シルバー人材センター連合会事務所会議室

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 9月9日(月)～9月13日(金)(全5回)

場　　所 滋賀県シルバー人材センター連合会事務所会議室

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

内　　容

・がんゲノム医療について
・遺伝カウンセラーの役割

申込方法 電話、窓口、メール

問合せ先 滋賀医科大学医学部附属病院 医療サービス課 TEL:077-548-3625

No.023 第3回‘がんを学ぼう’市民公開講座

対　　象 がん患者さん・ご家族・その他どなたでも参加可能です。

申込期間 定員に達するまで

No.025 第5回‘がんを学ぼう’市民公開講座

対　　象 がん患者さん・ご家族・その他どなたでも参加可能です。

申込期間 定員に達するまで

内　　容

・緩和ケアについて
・疼痛コントロール

申込方法 電話、窓口、メール

問合せ先 滋賀医科大学医学部附属病院 医療サービス課 TEL:077-548-3625

No.024 第4回‘がんを学ぼう’市民公開講座

対　　象 がん患者さん・ご家族・その他どなたでも参加可能です。

申込期間 定員に達するまで

内　　容

・免疫療法について
・治療との付き合い方　irＡＥ編

申込方法 電話、窓口、メール

問合せ先 滋賀医科大学医学部附属病院 医療サービス課 TEL:077-548-3625

No.026 第6回‘がんを学ぼう’市民公開講座

対　　象 がん患者さん・ご家族・その他どなたでも参加可能です。

申込期間 定員に達するまで

内　　容

・ゼロから始める肺がん入門
・未定

申込方法 電話、窓口、メール

問合せ先 滋賀医科大学医学部附属病院 医療サービス課 TEL:077-548-3625

No.028 2019年度第3回肝臓病教室

対　　象 肝臓疾患の患者さんとその家族。当院に通院履歴がなくても参加可能。

申込期間 定員に達するまで

内　　容

・肝硬変は『予防』と『悪くしないため』の知識が必要
です
・肝臓にやさしい食事～病気・症状別に～
・障害者手帳ってもらえるの？

申込方法 電話、窓口

問合せ先 滋賀医科大学医学部附属病院 肝疾患相談支援センター TEL:077-548-2744

No.027 2019年度第2回肝臓病教室

対　　象 肝臓疾患の患者さんとその家族。当院に通院歴がなくても参加可能です。

申込期間 定員に達するまで

内　　容

事業主団体等の協力を得て企画・開催する技能講習会で
清掃についての知識や技能に加えて整理収納についても
学び、おおむね60歳以上の方の就業機会の拡大を目的と
した講習会です。

申込方法 申込後8/22(木)10時 シルバー連合会にて面談会

問合せ先 公益社団法人　滋賀県シルバー人材センター連合会 TEL:077-525-4128

No.029 オフィスクリーニング技能講習プラス整理収納

対　　象 おおむね60歳以上の滋賀県内在住の方対象

申込期間 申込書に必要事項を記入し8月20日(火)までに郵送またはFAX

内　　容

・知っていますか？死につながる脂肪肝の恐怖
・脂肪肝対策を食事から考える ・脂肪肝におすすめの運
動とは～有酸素運動VSレジスタンストレーニング～

申込方法 電話、窓口

問合せ先 滋賀医科大学医学部附属病院 肝疾患相談支援センター TEL:077-548-2744

滋賀県シルバー人材センター連合会事務所

内　　容

おおむね60歳以上の講習受講者の就業機会の拡大を図る
ため需要が見込まれる観光客への簡単な道案内等のサ
ポート業務に役立つ知識・技能を学ぶことを目的とする
講習会です。

申込方法 申込後8/27(火)10時 シルバー連合会にて面談会

問合せ先 公益社団法人　滋賀県シルバー人材センター連合会 TEL:077-525-4128

No.030 観光客ナビスタッフ講習

対　　象 おおむね60歳以上の滋賀県内在住の方対象

申込期間 申込書に必要事項を記入し8月23日(金)までに郵送またはFAX
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 10月3日(木)～11月14日(木)(うち全11回)

場　　所 滋賀県シルバー人材センター連合会事務所会議室

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 11月18日(月)～22日(金)(全5回)

場　　所 滋賀県シルバー人材センター連合会事務所会議室

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 10月8日(火)～11月21日(木)(うち全6回×2期)

場　　所 ①安土城考古博物館　②滋賀県埋蔵文化財センター

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 2019年10月～2020年3月(4回×4期)　指定の日曜日8:45～9:45

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期4,200円（別に、貸し靴料1回400円と保険料800円/年が必要）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2019年10月～2020年3月(4回×4期)　指定の水曜日17:15～18:15

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期5,200円（別に、貸し靴料1回400円と保険料800円/年が必要）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2019年10月～2020年3月(4回×4期)　内容参照

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期4,200円（別に、貸し靴料1回400円と保険料800円/年が必要）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2019年10月～2020年3月(4回×4期)　内容参照

場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期4,200円（別に、貸し靴料1回400円と保険料800円/年が必要）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2019年10月～2020年3月(4回×4期)　内容参照

場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期5,200円(別に、貸し靴料1回400円と保険料1,850円/年が必要)

分　　野

くらし・健康

No.031 ガイドヘルパー講習

対　　象 おおむね60歳以上の滋賀県内在住の方対象

申込期間 申込書に必要事項を記入し9/20(金)までに郵送またはFAX

内　　容

事業主団体等の協力を得て企画・開催する技能講習会で
警備業務についての知識や技術を学ぶことにより就業機
会の拡大に結び付けることを目的とした講習会です。

申込方法 申込後11/11(月)10時 シルバー連合会にて面談会

問合せ先 公益社団法人　滋賀県シルバー人材センター連合会 TEL:077-525-4128

No.032 警備技能講習

対　　象 おおむね60歳以上の滋賀県内在住の方対象

申込期間 申込書に必要事項を記入し11月7日(木)までに郵送またはFAX

内　　容

視覚障害者の方の外出時の移動や介助などに必要な知識
や技能を有するガイドヘルパー（同行援護従業者一般課
程・応用課程）の資格取得が目的の講習会です。

申込方法 申込後9/24(火)10時 シルバー連合会にて面談会

問合せ先 公益社団法人　滋賀県シルバー人材センター連合会 TEL:077-525-4128

No.034 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 各期により異なる

内　　容

おおむね60歳以上の講習受講者の就業機会の拡大を図る
ため需要が増加傾向にある遺跡発掘業務に従事するため
の知識・技能を学ぶことを目的とする講習会です。

申込方法 申込後①10/1 14時 安土城考古博物館 ②10/29 10時 シルバー連合会にて面談会

問合せ先 公益社団法人　滋賀県シルバー人材センター連合会 TEL:077-525-4128

No.033 遺跡発掘技能講習①、②

対　　象 おおむね60歳以上の滋賀県内在住の方対象

申込期間 申込書に必要事項を記入し①9月27日(金)、②10月25(金)までに郵送またはFAX

内　　容

スケートの専門的な技術向上のための指導を行う。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。
指定の水曜日17:15～18:15

申込方法 受講料、保険料を添えて申込用紙を窓口まで

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 幼児教室を受講し、ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの推薦を得た方。競技者を目指して、専門的な技術の習得を目指す方。

申込期間 各期により異なる

内　　容

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

申込方法 受講料、保険料を添えて申込用紙を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.037 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 各期により異なる

内　　容

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

申込方法 受講料、保険料を添えて申込用紙を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.036 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 各期により異なる

内　　容

スケート靴の履き方、マナーについて。スケートの基本
技術の習得。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 受講料、保険料を添えて申込用紙を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.038 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 各期により異なる

内　　容

4歳以上の保育園児・幼稚園児対象で、氷に慣れるところ
から基本技術まで段階的に指導　■水曜3時コース15:30
～ 水曜5時コース・金曜コース17:15～ 土曜コース・日
曜コース8:45～(各コース1時間)

申込方法 受講料、保険料を添えて申込用紙を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

滋賀県埋蔵文化財センター

滋賀県立アイスアリーナ

9



大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 2019年10月～2020年3月(4回×4期)　指定の土曜日17:15～18:45

場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 中学生以下6,000円 高校生以上8,000円（別途:貸靴料1回400円と保険料800円～/年）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2019年10月～2020年3月(4回×4期)　指定の火曜日17:15～18:15

場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期6,200円（別に、貸し靴料1回400円と保険料800円（高校生1,850円）/年が必要）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2019年10月～2020年3月(4回×4期)　指定の土曜日17:15～18:45

場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 中学生以下6,000円　高校生以上8,000円（別途：貸靴料1回400円と保険料800～/年）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2019年10月～2020年3月(4回×4期)　内容参照

場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 各期5,200円 （別に、貸し靴料1回400円と保険料800円/年が必要）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 コースにより異なる

場　　所 滋賀県立スポーツ会館

費　　用 ダンスボックス5,000円、ダンスメソッド6,000円/月（別途要保険料）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の水曜日(12回×3期) 16:10～17:00

子 場　　所 滋賀県立スポーツ会館

費　　用 各期9,600円（12回分）+スポーツ安全保険料800円 

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の水曜日(12回×3期) 4歳児13:50～14:40、5歳児15:00～15:50

子 場　　所 滋賀県立スポーツ会館

費　　用 各期9,600円（12回分）+スポーツ安全保険料800円 

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の火曜日(12回×3期)　ヨガ10:00～11:00　ピラティス11:15～12:15 

場　　所 滋賀県立スポーツ会館

費　　用 各期9,600円（12回分）

分　　野

くらし・健康

No.040 フィギュアスケート専門コース

対　　象 小学生～高校生 ※プレーンテストA級、バッジテスト1級までを合格している方

申込期間 各期により異なる

内　　容

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

申込方法 受講料、保険料を添えて申込用紙を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.039 アイスホッケー教室

対　　象 5歳以上の男性

申込期間 各期により異なる

内　　容

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

申込方法 受講料、保険料を添えて申込用紙を窓口まで

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 各期により異なる

内　　容

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。技術向上のための指導を行う。

申込方法 受講料、保険料を添えて申込用紙を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.043 ａｖｅｘダンスプログラム

対　　象 小学生～高校生

申込期間 先着順

内　　容

フィギュアスケートの基本動作の復習。フィギュアス
ケートの専門技術の習得。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 受講料、保険料を添えて申込用紙を窓口まで

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.042 フィギュアスケート育成コース

対　　象 4歳から中学生まで ※プレーンテストC級以上を合格している方

申込期間 各期により異なる

内　　容

動き作りトレーニング（ラダー・ハードルなど）、マッ
ト運動、鉄棒、跳び箱、体操、スポーツの基本動作、ト
ランポリンなど。

申込方法 電話、窓口

問合せ先 滋賀県立スポーツ会館 TEL:077-522-0301

No.044 スポーツアカデミー　ジュニアコース

対　　象 小学1年生～小学3年生 

申込期間 先着順

内　　容

avexダンスプログラムより、各種ダンスプログラムを段
階的に習得しレベルアップを図る。

申込方法 電話、窓口

問合せ先 滋賀県立スポーツ会館 TEL:077-522-0301

No.046 ヨガストレッチ・気軽にピラティス

対　　象 一般男女

申込期間 1期：4月10日～、2期：7月23日～、3期：11月19日～先着順

内　　容

動き作りトレーニング（ラダー・ハードルなど）、マッ
ト運動、鉄棒、跳び箱、体操、トランポリンなど。

申込方法 電話、窓口

問合せ先 滋賀県立スポーツ会館 TEL:077-522-0301

No.045
スポーツアカデミー　4・5ＫＩＤＳコース（4・
5歳児）

対　　象 4歳児、5歳児

申込期間 先着順

内　　容

ヨガストレッチによる姿勢、呼吸、瞑想を主としたエク
ササイズや、ピラティスによる柔軟体操を主としたエク
ササイズをすることにより、生活習慣病予防および健
康・体力つくりの習慣化を図る。

申込方法 電話、窓口

問合せ先 滋賀県立スポーツ会館 TEL:077-522-0301

滋賀県立スポーツ会館
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 指定の水曜日(10回×3期) 10:00～11:30

場　　所 滋賀県立スポーツ会館

費　　用 各期4,000円（10回分、消費税・保険料含む） 

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の水曜日(12回×3期) 19:30～20:30

場　　所 滋賀県立スポーツ会館

費　　用 各期9,600円（12回分） 

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月22日(火・祝) 11:00～16:00(予定)

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　メインロビー

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月22日(木)、8月23日(金) 14:00～18:00

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　小ホール

費　　用 <2日通し券>一般2,000円、U30席(30歳以下)1,000円、<1日券>一般のみ1,500円(自由席)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月29日(木) 14:00～15:00

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 9月7日(土) 15:00～16:50

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 9月14日(土) 14:00～16:00

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 9月23日(月祝) 14:00～15:00

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

内　　容

各種レクリエーションまたは健康体力つくり運動 卓球・
バドミントンなどフリースポーツを楽しんでもらう ※体
力測定なども実施し、以後の健康体力づくりに役立てる

申込方法 電話、窓口

問合せ先 滋賀県立スポーツ会館 TEL:077-522-0301

No.047 輝き・シニアスポーツデー

対　　象 50歳以上の男女

申込期間 1期：4月10日～、2期：7月10日～、3期：12月18日～先着順

No.049
びわ湖ホールロビーコンサート みんなでメイン
ロビーでパフォーマンス

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

柔軟体操を主としたエクササイズをすることにより、姿
勢改善、身体のバランス能力アップ、腰痛・肩こり解
消、新陳代謝促進など、生活習慣病予防および健康・体
力つくりの習慣化を図る。

申込方法 電話、窓口

問合せ先 滋賀県立スポーツ会館 TEL:077-522-0301

No.048 ピラティスコンディショニング

対　　象 一般男女

申込期間 1期：4月10日～、2期：7月10日～、3期：11月6日～先着順

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

内　　容

ソプラノ歌手としてイタリアを拠点に活躍する山崎美奈
によるびわ湖ホール声楽アンサンブルのための研修を行
います。 研修内容はイタリアの声楽曲とし、指導の様子
を広く一般に公開します。

申込方法 チケットセンター、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

びわ湖ホール芸術監督イチ押しのアーティストによる演
奏を気軽に楽しめる1時間のコンサートシリーズ。 オペ
ラアリアや歌曲の名曲を、二塚直紀が輝かしい歌声でお
贈りする充実の1時間です。

申込方法 チケットセンター、電話、窓口、インターネット

No.050 イタリア声楽曲研修2

対　　象 6歳以上

申込期間 発売中

内　　容

びわ湖ホールでは無料の「びわ湖ホールロビーコンサー
ト」を開催しています。今日は公募で募集した出演者に
よるパフォーマンスをお楽しみいただきます。乞うご期
待！

申込方法 申込不要

問合せ先 びわ湖ホール事業部 TEL:077-523-7140

内　　容

1984年、団長つのだたかしを中心に結成された楽しい古
楽器バンド。 ヨーロッパ中世・ルネサンスの舞曲やメン
バーオリジナル曲のとりまぜたユニークなプログラムで
不思議な音楽世界へと誘います。

申込方法 チケットセンター、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 <大人の楽しみ方26>タブラトゥーラ

対　　象 6歳以上(託児サービス<有料>がありますのでご利用ください)

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
気軽にクラシック19　二塚直紀　輝くテノー
ル！

対　　象 6歳以上(託児サービス<有料>がありますのでご利用ください)

申込期間 発売中

No.054
気軽にクラシック20　シューベルト「ます」を
聴く

対　　象 6歳以上(託児サービス<有料>がありますのでご利用ください)

申込期間 発売中

内　　容

指揮・ピアノ:寺嶋陸也、演出:しままなぶ、クラリネッ
ト:草刈麻紀、ピアノ:斉木ユリ、演目:合唱劇「かなしみ
はちからに、～宮沢賢治 未来への手紙～」ほか

申込方法 チケットセンター、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
びわ湖ﾎｰﾙ声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ定期公演合唱劇「かなし
みはちからに、～宮澤賢治 未来への手紙～」

対　　象 6歳以上(託児サービス<有料>がありますのでご利用ください)

申込期間 発売中

内　　容

びわ湖ホール芸術監督イチ押しのアーティストによる演
奏を気軽に楽しめるコンサートシリーズ。 今回は、オー
ケストラやソロで活躍する旬の演奏家達による特別アン
サンブルで、ピアノ五重奏の名曲をお届けします。

申込方法 チケットセンター、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
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 10月13日(日) 14:00～17:00

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　小ホール

費　　用 500円（全自由席）

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 10月19日(土)、10月26日(土) 14:00開演

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　小ホール

費　　用 一般4,000円、青少年(25歳未満)1,500円 、2回セット券6,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 11月2日(土) 14:00～15:00

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 11月16日(土) 14:00開演

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　小ホール

費　　用 一般4,000円、青少年(25歳未満)：1,500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月5日(月)、6日(火)各日13:00～17:00、8月7日(水)11:00～17:00

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　大ホール

費　　用 <3日通し券>一般5,000円、U30席2,500円 <1日券>一般2,000円、U30席1,000円(自由席)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月10日(土) 14:00開演

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3,000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 指定の火曜日(年間30回)19:00～20:15

場　　所 滋賀県立武道館

費　　用 年間12,300円、回数券6,500円(15枚綴り)、1回500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の火曜日 18:30～20:00（小・中学生） 20:00～21:00（高校生以上）

場　　所 滋賀県立武道館

費　　用 年間12,300円、回数券6,500円(15枚綴り)、1回500円

分　　野

くらし・健康

内　　容

数々の一流演奏家が名演を繰り広げてきた小ホールに、
一般公募で選ばれたバラエティ豊かな出演者たちが集
い、楽しい音楽を奏でるアットホームなコンサートで
す。

申込方法 チケットセンター、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
アンサンブルの楽しみ～演奏家のつどい～
vol.11

対　　象 どなたでも

申込期間 8月25日(日)10:00～

No.057
気軽にクラシック21　岩谷祐之　情熱のヴァイ
オリン

対　　象 6歳以上(託児サービス<有料>がありますのでご利用ください)

申込期間 8月31日(土) 10:00～

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.058
<びわ湖の午後55> 福間洸太朗 ピアノリサイタ
ル

内　　容

鈴木秀美は、世界の名だたる古楽演奏家から厚い信頼を
受ける、日本におけるバロック・チェロの第一人者。
バッハ無伴奏チェロ組曲を2日間にかけて全曲お贈りしま
す。

申込方法 チケットセンター、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 <びわ湖の午後54> 鈴木秀美(チェロ)

対　　象 6歳以上(託児サービス<有料>がありますのでご利用ください)

申込期間 8月3日(土) 10:00～

内　　容

国内外で活躍する沼尻芸術監督が講師を務め、音楽の作
り方やオペラならではの技術等を指導するセミナー。 そ
の指導の様子を広く一般に公開し、ともに学ぶ機会を提
供します。

申込方法 チケットセンター、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.059
沼尻竜典オペラ指揮者セミナーV～『魔笛』指揮
法～

対　　象 6歳以上

申込期間 発売中

対　　象 6歳以上(託児サービス<有料>がありますのでご利用ください)

申込期間 8月3日(土) 10:00～

内　　容

びわ湖ホール芸術監督イチ押しのアーティストによる演
奏を気軽に楽しめるコンサートシリーズ。関西フィル
ハーモニー管弦楽団コンサートマスター岩谷祐之による
ヴァイオリンの名曲をご堪能ください。

申込方法 チケットセンター、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 合気道教室

対　　象 小学3年生以上の男女

申込期間 先着順(受付9:00～17:00月曜休館)

内　　容

「シェイクスピアは難しくない、誰が見ても楽しめる面
白い作品だから子どもたちも劇場においで」という想い
で作り出されてきた「子供のためのシェイクスピア・シ
リーズ」。今回はじゃじゃ馬ならしを新制作で上演。

申込方法 チケットセンター、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
<子供のためのシェイクスピア>「じゃじゃ馬な
らし」(新制作)

対　　象 6歳以上(託児サービス<有料>がありますのでご利用ください)

申込期間 発売中

滋賀県立武道館

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 保険料(800円～1,850円※年齢による)を添えて申込用紙を窓口まで

問合せ先 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.062 剣道教室

対　　象 小学生以上の男女

申込期間 先着順(受付9:00～17:00月曜休館)

内　　容

合気道の基本動作及び技術・護身術

申込方法 保険料(800円～1,850円※年齢による)を添えて申込用紙を窓口まで

問合せ先 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

内　　容

2003年米国・クリーヴランド国際ピアノコンクールで日
本人として初めての優勝、加えてショパン賞を受賞する
など、数々の受賞経験を持つ、福間洸太朗によるピア
ノ・リサイタルをお届けします。

申込方法 チケットセンター、電話、窓口、インターネット
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 5月～11月　指定の木曜日(10回×2期) 18:00～19:30

子 場　　所 滋賀県立武道館　近的弓道場

費　　用 各期　6,800円（10回、保険料込み）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 5月～11月　指定の木曜日(10回×2期) 14:00～16:00

場　　所 滋賀県立武道館　近的弓道場

費　　用 各期　8,500円（10回、保険料含む）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 火曜日コース19:30～20:30　木曜日コース19:00～20:00　週2コース

子 場　　所 滋賀県立武道館　剣道場

費　　用 週1回5,100円、週2回10,200円、1回参加600円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 6月～12月　指定の土曜日（年間15回）10:30～11:30

子 場　　所 滋賀県立武道館 研修室2

費　　用 1組 13,000円 （保険代含む） 1回参加1,500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の木曜日(年間30回) 14:30～15:30

場　　所 滋賀県立武道館　研修室2・3

費　　用 各10回毎：9,500円　年間：27,000円(保険料含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の火曜日(年間30回) 18:30～20:00

場　　所 滋賀県立武道館　柔道場

費　　用 年間12,300円、回数券6,500円(15枚綴り)、1回500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の土曜日(年間10回) 9:00～17:00

場　　所 滋賀県立武道館　相撲場

費　　用 年間4,500円（別途要保険800円～1,850円/年※年齢による）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の水曜日(15回×2期) 17:30～18:45 / 19:00～20:15

場　　所 滋賀県立武道館 大会議室

費　　用 各期11,000円（保険料含む）

分　　野

くらし・健康

No.064 弓道教室

対　　象 一般男女

申込期間 各期先着順

内　　容

1.弓具の取扱い 2.基本体指導 3.弓道八節説明及び指導
4.練習方法の指導等

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 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.063 弓道小学生・中学生コース

対　　象 小学校5・6年生、中学生の男女

申込期間 各期先着順

内　　容

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 保険料(年額800円)を添えて申込用紙を窓口まで

問合せ先 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.065 ジュニア強化剣道教室

対　　象 小学生～中学生

申込期間 1期：受付中、2期：8月27日～、3期；12月3日～

内　　容

1.弓具の取扱い 2.基本体指導 3.弓道八節説明及び指導
4.練習方法の指導等

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 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.067 フラダンス教室

対　　象 一般男女

申込期間 1期：受付中、2期：7月25日～、3期：11月28日～受付

内　　容

「英語」と「エクササイズ」と「親子のふれあい」がひ
とつになったレッスンです。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 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 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.066 親子英語ＤＥエクササイズ教室

対　　象 幼児と保護者

申込期間 先着順

内　　容

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。 また、無理なく子どもから大人まで楽しみ
ながら、基本の動きを覚えられるトレーニング・補強運
動も同時に行う。

申込方法 保険料(800円～1,850円※年齢による)を添えて申込用紙を窓口まで

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 先着順(受付9:00～17:00月曜休館)

内　　容

体を動かすことにより、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る。

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 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.070 ビームライフル射撃教室

対　　象 小学校4年生～中学校3年生までの男女

申込期間 前期：受付中　後期：9月4日～受付　※先着順

内　　容

基本動作を中心に実施する。

申込方法 受講料、保険料を添えて申込用紙を窓口まで

問合せ先 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311

No.069 相撲教室

対　　象 小学生以上の男女

申込期間 先着順(受付9:00～17:00月曜休館)

内　　容

基本（安全なビームライフル競技の技術やマナーを習
得）から応用まで習得させ、大会出場を目標とする。

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 滋賀県立武道館 TEL:077-521-8311
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 11月9日(土) 10:50～12:20(受付10:20～)

場　　所 成安造形大学

費　　用 500円

分　　野

自然・環境

期 日 等 11月30日(土) 10:50～12:20（受付10:20～）

場　　所 成安造形大学

費　　用 500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 10月26日(土) 9:30～17:30

場　　所 大津市堅田周辺

費　　用 500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 土日や休学日の11:00～、13:00～、15:00～など、詳しくはHPを参照。

子 場　　所 大津市科学館

費　　用 プラネタリウム：大人400円、小中高生200円　展示ホール：大人・小中高生100円

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎週土曜日・日曜日および祝日 13:10～(約20分間)

子 場　　所 大津市科学館　2階　展示ホール内　サイエンステーブル

費　　用 無料（展示ホールに入るため観覧料【小学生以上100円】が必要です）

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎月第4土曜日　10:30～10:45

場　　所 大津市科学館　天文ドーム

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 7月28日(日) 14:00開演(13:30開場)

場　　所 大津市伝統芸能会館

費　　用 前売　正面指定3,000円　自由席2,500円(当日　各500円増)

分　　野

芸術・伝統

内　　容

お茶の完全農薬不使用栽培のパイオニアとして広く知ら
れる「かたぎ古香園」が目指す安全と安心の徹底した追
及。 その挑戦から見えてくる、朝宮の土地や自然、お茶
が持つ「ちから」と、その魅力について紹介します。

申込方法 郵送、メール、インターネット

問合せ先 成安造形大学 附属近江学研究所 TEL:077-574-2118

No.071
公開講座「近江-挑戦のかたち-完全農薬不使用
栽培を通してみる、朝宮茶のちから-」

対　　象 中学生以上

申込期間 ～10月25日(金)必着

成安造形大学

No.073 堅田・湖族の郷写生会

対　　象 どなたでも(小学生以下は保護者同伴)

申込期間 ～10月11日(金)必着

内　　容

戦後まもなく、信楽焼陶芸家の大西忠左氏は小物づくり
の復興を目指し、先人の仕事を学びながら機能性に優れ
た独自の作風を確立されました。信楽勅旨の歴史に裏付
けられた「陶璃窯」の普遍的なものづくりに迫ります。

申込方法 郵送、メール、インターネット

問合せ先 成安造形大学 附属近江学研究所 TEL:077-574-2118

No.072
公開講座「近江-受け継ぐかたち-信楽勅旨、茶
器をつくる-」

対　　象 中学生以上

申込期間 ～11月15日(金)必着

大津市堅田周辺

内　　容

デジタルプラネタリウム投影機により、全天周映像で美
しい星空やダイナミックな動画などがご覧いただけま
す！当日の星空・星座について分かりやすく生解説しま
す！約3ヶ月ごとに新たな話題でお届けします。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市科学館 TEL:077-522-1907

No.074 プラネタリウム

対　　象 どなたでも

申込期間 団体利用の場合は1週間前までにご予約をお願いします。

内　　容

堅田は、びわ湖の水運・漁業など、湖上の特権を持つ堅
田衆（湖族）が栄えた歴史ある町。 その町並みをはじ
め、一休和尚、松尾芭蕉ゆかりの寺院、浮御堂、堅田漁
港など、趣深い湖辺の風景が魅力です。

申込方法 郵送、メール、インターネット

問合せ先 成安造形大学 附属近江学研究所 TEL:077-574-2118

大津市科学館

No.076 太陽黒点観察

対　　象 小学生以上（小学生は保護者同伴）

申込期間 申込不要

内　　容

 科学に関する実験はもちろん、簡単で楽しい科学工作も
あります。 保護者の方も一緒に楽しめる内容になってい
ますので、ご家族そろってご参加ください。 内容は毎回
変わります。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市科学館 TEL:077-522-1907

No.075 わくわくサイエンス

対　　象 子ども、親子

申込期間 当日先着順

内　　容

桂 塩　鯛「くしゃみ講釈」「天狗裁き」
桂 わかば「片棒」
桂 りょうば　開口一番

申込方法 チケットセンター、窓口

問合せ先 大津市伝統芸能会館 TEL:077-527-5236

No.077 桂塩鯛独演会　共済事業

対　　象 未就学児のご入場はお断り申し上げます。

申込期間 発売中

内　　容

太陽の黒点を見ることで、活動の様子が分かります。
太陽の活動が活発になると、黒点がたくさん見られるよ
うになります。  口径200mmの屈折式天体望遠鏡で実際に
「太陽黒点」を観察してみませんか？

申込方法 当日10:30までに4階の科学館事務室で整理券を受け取って下さい。

問合せ先 大津市科学館 TEL:077-522-1907

大津市伝統芸能会館
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 9月7日(土) 14:00開演（13:30開場）

場　　所 大津市伝統芸能会館

費　　用 前売　S席5,500円　A席5,000円 (当日 各500円増)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 10月5日(土) 14:00開演（13:30開場）

場　　所 大津市伝統芸能会館

費　　用 前売 指定席2,500円（当日500円増）

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 10月22日(火祝) 14:00開演（13:30開場）

場　　所 大津市伝統芸能会館

費　　用 前売 2,300円、当日2,500円、小学生以下無料(有料入場者1人につき1名まで)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第1、2、3日曜日 14:30～15:00

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4日曜日 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3土曜日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（5月、7月、11月は土曜と日曜の2回上映） 10:30～11:00

子 場　　所 大津市立図書館 3階 視聴覚ホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月、第2または第3水曜日、第4土曜日 14:00～16:00

場　　所 大津市立図書館 3階 視聴覚ホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

No.079 第23回大津はつらつ寄席

対　　象 一般

申込期間 発売中

内　　容

お話　林 和清 能『鵺』
男・鵺：林 宗一郎
旅の僧：岡 充

申込方法 チケットセンター、窓口

問合せ先 大津市伝統芸能会館 TEL:077-527-5236

No.078
［能楽にみる自然～人を超えた「いのち」の世
界］　観世流能『鵺』

対　　象 未就学児のご入場はお断り申し上げます。

申込期間 発売中

内　　容

遥かなる大地の調べ　美しき調和　伝統の舞台へ
シタール奏者　野口昌彦
バーンスリー奏者　池田剛
タブラ奏者　上坂智也

申込方法 チケットセンター、窓口

問合せ先 大津市伝統芸能会館 TEL:077-527-5236

No.080 RAGA北インド古典音楽

対　　象 一般

申込期間 発売中

内　　容

地産地笑スペシャル！
 笑福亭仁扇（近江八幡市出身）、桂三風（草津市出
身）、桂三度（高島市出身）、月亭八織（大津市出身)

申込方法 チケットセンター、窓口

問合せ先 大津市伝統芸能会館 TEL:077-527-5236

No.082 外国絵本の読み聞かせ

対　　象 乳児・幼児とその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせ・紙芝居・手遊び など、気軽に楽しめ
るおはなし会です。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立図書館 TEL:077-526-4600

No.081 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

わらべうたの持つ音やリズムはことばの感性を磨き、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.083 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

原書絵本を使った楽しいおはなし会です。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立図書館 TEL:077-526-4600

No.085 シネマサロン

対　　象 先着60名(13:30～1階玄関ホールにて整理券配布)

申込期間 申込不要

内　　容

仲間や家族の大切さに気づくことのできるお話を厳選し
てお届けします。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立図書館 TEL:077-526-4600

No.084 子ども映画会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

映画の上映会。 シネマサロンは月2回、同タイトルの上
映となりますのでご了承ください。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立図書館 TEL:077-526-4600

大津市立図書館
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

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 偶数月の主に第2日曜日11:00～

子 場　　所 大津市立北図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 9月のいずれかの日曜日

子 場　　所 大津市立北図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1、第3土曜日 11:00～11:30

子 場　　所 大津市立北図書館　児童書コーナー

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月1回 第4土曜日 11:00～11:30

子 場　　所 大津市立和邇図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月1回 第1日曜日 11:00～11:30

子 場　　所 大津市立和邇図書館 

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月1回 第2土曜日 14:00～

子 場　　所 大津市立和邇図書館 2階　会議室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 7月30日(火)～8月25日(日) 9:00～17:00（入館は16:30まで）

場　　所 大津市歴史博物館

費　　用 一般：320円　高大生：240円　小中生：160円

分　　野

文学・歴史

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.086 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.088 季節のおはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

幼児・児童向けのおはなし会を2ヵ月に1回開催。内容は
ストーリーテリング、絵本の読みきかせ、手あそび な
ど。内容は毎回替わります。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.087 おはなし会「コロボックル」

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

乳幼児・児童向けのおはなし会を月2回開催しています。
内容は、紙芝居や絵本の読み聞かせなどです。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

No.089 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

幼児・児童向けにおはなし会を年に4回程度開催。内容は
絵本の読みきかせ、手あそび、パネルシアターなど。内
容は毎回替わります。

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.091 おはなしかいケロケロ

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

志賀おはなしの会による絵本の読み聞かせ、ストーリー
テリング、ほか

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.090 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

子ども向き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.092 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

図書館のスタッフによる乳幼児向けのお話会です。 内容
は手遊びや素話、絵本などです。

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

内　　容

お盆では、あの世から祖霊を迎え、食べ物などをお供え
し、またあの世へお送りします。 今回は、お盆の時期に
併せて、昔のお盆やあの世の様子を描いた絵画などを紹
介します。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市歴史博物館 TEL:077-521-2100

No.093 第153回ミニ企画展　お盆と地獄・極楽

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

大津市立北図書館

大津市立和邇図書館

大津市歴史博物館
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 8月27日(火)～9月29日(日)9:00～17:00（入館は16:30まで）

場　　所 大津市歴史博物館

費　　用 一般：320円　高大生：240円　小中生：160円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 7月30日(火)～8月18日(日)

子 場　　所 大津市歴史博物館 企画展示室B

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 コースにより異なる

子 場　　所 龍谷大学瀬田キャンパス、深草キャンパス(京都市)、及び学外

費　　用 600円～ 講座により異なる

分　　野

小学生

期 日 等 コースにより異なる

場　　所 龍谷大学瀬田キャンパスRECホール及び学外

費　　用 コースにより異なる

分　　野

その他

No.094
第154回ミニ企画展　フェノロサとビゲロー
－三井寺に遺る史料から－

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

クイズに答えたり、本物の昔のどうぐにさわってみた
り、親子で楽しく遊びながら見ることができる展覧会で
す。体験イベントもあり。詳しくはお問合わせくださ
い。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市歴史博物館 TEL:077-521-2100

No.095 昔のくらし展

対　　象 どなたでも(特に小学生)

申込期間 申込不要

内　　容

明治時代にアメリカから来日し、日本美術の宣揚に力を
注いだフェノロサやビゲローは、特に三井寺と積極的に
交流を結んでいました。 今回は、三井寺に伝わるフェノ
ロサとビゲローの関連史料を紹介します。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市歴史博物館 TEL:077-521-2100

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.097
龍谷大学公開講座 RECコミュニティカレッジ
2019年度講座

対　　象 コースにより異なる

申込期間 受付中

内　　容

小学生の皆さんの知的好奇心、運動能力の可能性を高
め、興味関心をかきたてるような講座を計31講座開講し
ます。

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.096 龍谷ジュニアキャンパス

対　　象 小学生

申込期間 受付中

内　　容

「文化・歴史」「仏教・こころ」「文学」「自然・環
境」「くらしと健康」「現代社会」「外国語」「資格」
など、各分野で学びの可能性を広げる180講座を一般公
開。

申込方法

龍谷大学
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彦根市

２．彦根市で開催される講座・教室

期 日 等 10月12日(土)、10月13日(日) 12:00～15:00

子 場　　所 10月12日 湖岸緑地 志那-1、10月13日 湖岸緑地 南三ツ谷

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 8月11日(日)、8月12日(月) 9:30～12:30

子 場　　所 8月11日 湖岸緑地　曽根沼公園、8月12日 湖岸緑地　赤野井-1公園

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 2019年10月～2020年1月 

場　　所 滋賀大学　大津キャンパス、彦根キャンパス

費　　用 1科目　6,000円

分　　野

その他

期 日 等 4月13日(土)～11月2日(土)

場　　所 滋賀大学　大津キャンパス、彦根キャンパス、オンライン

費　　用 講座 1回 1,000円(オンライン講座は無料)　実技講座 1回 1,500円

分　　野

その他

期 日 等 9月21日(土)、10月19日(土) 9:30～12:00

場　　所 滋賀大学　彦根キャンパス　テニスコート

費　　用 1,500円/回

分　　野

くらし・健康

期 日 等 7月24日(水)、7月25日(木) 9:30～11:30

子 場　　所 東北部浄化センター

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 10月～3月頃

場　　所 ひこね燦ぱれす、その他

費　　用 講座により異なる

分　　野

その他

内　　容

外来魚を釣り上げよう！釣り上げた外来魚を解剖して、
食性を調べよう。何を食べているのだろう？「外来
魚」って何？何が問題なんだろう。先生の話を聞いて、
びわ湖の環境問題について考えてみましょう。

申込方法 電話、FAX、インターネット

内　　容

びわ湖の流木を使ってのアート作品づくり、ヨシ笛づく
りを通して、びわ湖のゴミ問題や環境問題について考え
てみよう。

No.098

対　　象 4歳以上(小学校3年生以下は保護者同伴)

申込期間 7月1日～申込受付開始　定員50名(先着順)

申込方法 当日現地(各日とも定員 流木アート30名・ヨシ笛20名)

問合せ先 都市公園湖岸緑地 管理事務所 TEL:077-584-5330

湖岸緑地

滋賀大学

東北部浄化センター

ひこね燦ぱれす

内　　容

大学正規の授業を一般の方に公開します。授業科目の詳
細については、滋賀大学公開授業ホームページよりご確
認ください。

申込方法 インターネット、電話、FAX、メール

問合せ先 都市公園湖岸緑地 管理事務所 TEL:077-584-5330

No.099 外来魚釣り体験

流木アート・ヨシ笛をつくろう

対　　象 幼児～一般(小学3年生以下は保護者同伴)

申込期間 当日開始15分前より受付開始

内　　容

パソコン講座、検定・資格講座、語学講座、日本語講
座、文化・教養講座、健康・スポーツ講座、ライフプラ
ン講座など。詳しくはHPを参照

申込方法 受講料を添えて窓口にてお申し込みください。

問合せ先 ひこね燦ぱれす TEL:0749-26-7272

No.104
「いきいき講座」2019年度 後期 (職業教育研
修・文化教養・健康体力増進等)

対　　象 高校生以下は不可

申込期間 9月1日(日)～9月15日(日)

内　　容

1.ビデオとパネルによる下水処理の説明　2.浄化セン
ター内の見学　3.水質試験体験(流入水と放流水の比較)
4.顕微鏡で水をきれいにする微生物の観察

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県北部流域下水道事務所 東北部施設管理係 TEL:0749-26-6634

No.103 東北部浄化センター夏休み自由研究講座

対　　象 小学生とその家族(保護者同伴)

申込期間 先着順(各日10組程度)

内　　容

種目は硬式テニスとなります。 正しいウォーミングアッ
プ・クーリングダウンの習得、ボール遊び、 プロ選手・
大学生とラリー（試合）、正しいフォームの習得など、
状況に応じて内容やレベル分けも検討します。

申込方法 電話、FAX、メール、インターネット

問合せ先 滋賀大学　産学公連携推進課 TEL:0749-27-1279 FAX:0749-27-1431

No.102
わくわくテニス教室～プロ・学生と楽しむテニ
ス～

対　　象 小学生、中学生、高校生、一般

申込期間 9月21日(土)は8月28日(水)まで、10月19日(土)は9月19日(木)まで

内　　容

「高校生のためのデータサイエンス」「音楽実技」「テ
ニス教室」など

申込方法 インターネット、電話、FAX、メール

問合せ先 滋賀大学　産学公連携推進課 TEL:0749-27-1279 FAX:0749-27-1431

No.101 滋賀大学 令和元年度 公開講座

対　　象 講座により異なる

申込期間 講座により異なる(締め切り後も定員に達していない講座への申し込みは可能)

問合せ先 滋賀大学　産学公連携推進課 TEL:0749-27-1279 FAX:0749-27-1431

No.100 滋賀大学【秋学期】 令和元年度 公開授業

対　　象 一般(原則として高卒以上)

申込期間 9月2日（月）～9月10日（火）まで
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彦根市

２．彦根市で開催される講座・教室

期 日 等 8月3日(土) 9:15～12:15(AM)、13:30～16:30(PM)

子 場　　所 滋賀県水産試験場 

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 10月3日(木)～12月19日(木)(木曜日全12回) 9:30～11:30

場　　所 滋賀県立彦根総合運動場 野球場 会議室

費　　用 6,600円(12回、保険料含む)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 8月24日(土) 13:30～15:30

場　　所 聖泉大学

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 9月12日(木)、10月30日(水)、12月4日(水) 各日10:00～12:00

場　　所 聖泉大学

費　　用 1,500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 11月23日(土・祝) 13:30～15:00

子 場　　所 聖泉大学

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 8月10日(土) 13:30～15:00

場　　所 聖泉大学　455教室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月12日(土) 13:30～15:00

場　　所 聖泉大学　455教室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

滋賀県水産試験場 

滋賀県立彦根総合運動場

内　　容

たとえ認知症になっても、その人や家族が生きる希望を
失うことなく、自分らしく生きられるよう、地域でどの
ように支えられ、支えていけばよいでしょうか。お二人
の講師に講演を頂き、会場の皆様と意見交換をします。

申込方法 電話、メール、FAX、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 事務局 TEL:0749-43-7510

No.111 認知症の人と、支える人へのケア

対　　象 一般市民、保健医療福祉職、学生、その他

申込期間 7月1日(月)～

内　　容

子どもと関わる医師、看護師、検査技師、保育士の皆さ
んで医療処置を受ける子どもへのプレパレーションにつ
いて考えてみませんか？

申込方法 電話、メール、FAX、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 事務局 TEL:0749-43-7510

No.110 多職種協働プレパレーションの実際

対　　象 子どもと関わる医療職（医師、看護師、検査技師など）および保育士

申込期間 受付中

内　　容

・ベビーマッサージとは
・ベビーマッサージの実際
・グループトーク

申込方法 電話、メール、FAX、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 事務局 TEL:0749-43-7510

No.109 ベビーマッサージ

対　　象 1歳までの赤ちゃんとお母さん（お父さん、家族の方）

申込期間 7月1日(月)～11月15日(金)

内　　容

初級編では、運動の楽しさや必要性をより感じるととも
に安全に運動を行うための知識を身につけます。また、
受講者同志のつながりや情報交換の場となることも期待
します。

申込方法 電話、メール、FAX、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 事務局 TEL:0749-43-7510

No.108 健康づくりリーダー養成講座・初級編

対　　象 一般市民（中高年向）、健康づくり支援をおこなっている方、自主サークルや地域サロン等で活動中の方

申込期間 7月1日(月)～9月5日(木)

内　　容

お産の流れ、お産の時の気持ちの持ち方と過ごし方、プ
レパパ、ご家族のサポートについて、子育て体験（人形
を用いた沐浴、おむつ交換、抱っこ体験など）

申込方法 電話、メール、FAX、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 事務局 TEL:0749-43-7510

No.107 パパママクラス

対　　象 妊娠中の母、父（または家族の方）

申込期間 ～8月16(金)

内　　容

誰でも気軽に行うことができる太極拳を行うことで、健
康の保持増進や心身のリフレッシュを図ることを目指し
ます。

申込方法 申込用紙に受講料を添えて窓口まで。

問合せ先 滋賀県立彦根総合運動場 TEL:0749-23-4911

聖泉大学

No.106 太極拳教室

対　　象 一般男女

申込期間 2019年8月20日(火) 8:30～受付 ※先着順

内　　容

琵琶湖の魚や水産業の魅力、水産試験場の役割につい
て、体験を通じて理解していただける公開講座です。 内
容は、魚の解剖等の研究体験、湖魚料理の試食体験等を
予定しています。

申込方法 往復はがき、FAX、メール(氏名、年齢、住所、電話、希望時間(AMorPM)を明記)

問合せ先 滋賀県水産試験場 TEL:0749-28-1611

No.105
親子で学ぼう！びわ湖水産教室（滋賀県水産試
験場）

対　　象 小学生以上の児童、生徒とその保護者

申込期間 ～7月18日(木)(往復はがきの場合は当日消印有効)
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彦根市

２．彦根市で開催される講座・教室

期 日 等 10月30日(水)、31日(木) 午前クラス:10:00～12:00、午後クラス:13:30～15:30

場　　所 彦根市男女参画センター「ウィズ」 

費　　用 500円(2回分)

分　　野

くらし・健康

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　第1集会室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1土曜日 14:00～14:30

子 場　　所 彦根市立図書館　第1集会室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 7月20日(土) 11:00～11:30､14:00～14:30

場　　所 彦根城博物館　展示室1

費　　用 観覧料として一般500円、小中学生250円が必要です。

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月24日(土) 11:00～11:30､14:00～14:30

場　　所 彦根城博物館　展示室1

費　　用 観覧料として一般500円、小中学生250円が必要です。

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 9月28日(土) 11:00～11:30､14:00～14:30

場　　所 彦根城博物館　展示室1

費　　用 観覧料として一般500円、小中学生250円が必要です。

分　　野

芸術・伝統

彦根城博物館

内　　容

テーマ展「殿様の本棚－それぞれの教養と趣味－」につ
いて学芸員が解説します。

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.119
ギャラリートーク「殿様の本棚－それぞれの教
養と趣味－」

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

テーマ展　「霊の面　怨霊・亡霊・神霊―井伊家伝来能
面から―」について学芸員が解説します。

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.118
ギャラリートーク「霊の面　怨霊・亡霊・神霊
―井伊家伝来能面から―」

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

テーマ展　「武具の意匠－武士の願いと祈り－」につい
て学芸員が解説します。

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.117
ギャラリートーク「武具の意匠－武士の願いと
祈り－」

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

大型絵本、絵本の読み聞かせ、手遊びなどをします。

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根市立図書館 TEL:0749-22-0649

No.116 楽しいおはなしのつどい

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

昔話などを「語り」でします。

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根市立図書館 TEL:0749-22-0649

No.115 むかしばなしを聞くつどい

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせ・わらべうた・手遊びをします。

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根市立図書館 TEL:0749-22-0649

No.114 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 赤ちゃん～3歳ぐらいの子供向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせ・手遊びなど。テーマに沿って本の紹
介をします。

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根市立図書館 TEL:0749-22-0649

No.113 絵本を楽しむつどい

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

お持ちのスマートフォンを有効活用して健康で豊かな生
活への第一歩！

申込方法 電話

問合せ先 彦根市男女共同参画センター「ウィズ」 TEL:0749-24-3529

彦根市立図書館

No.112 スマホ活用講座

対　　象 どなたでも

申込期間 10月2日(水)～10月28日(月)

彦根市男女参画センター「ウィズ」 
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彦根市

２．彦根市で開催される講座・教室

期 日 等 10月26日(土) 11:00～11:30､14:00～14:30

場　　所 彦根城博物館　展示室1

費　　用 観覧料として一般500円、小中学生250円が必要です。

分　　野

芸術・伝統

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

場　　所 彦根城博物館　展示室1

費　　用 観覧料として一般500円、小中学生250円が必要です。

分　　野

芸術・伝統

内　　容

テーマ展「彦根藩井伊家の鷹狩り」について学芸員が解
説します。

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.121 ギャラリートーク「彦根藩井伊家の鷹狩り」

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

テーマ展「井伊家の茶の湯―伝来茶道具をめぐる10の物
語―」について学芸員が解説します。

申込方法 当日会場

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.120
ギャラリートーク「井伊家の茶の湯―伝来茶道
具をめぐる10の物語―」

対　　象 一般

申込期間 申込不要
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長浜市

３．長浜市で開催される講座・教室

期 日 等 7月20日(土)、7月21日(日) 9:30～12:30

子 場　　所 7月20日 湖岸緑地 中主吉川公園、7月21日　湖岸緑地 姉川河口公園

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 10月5日(土) 10:00～15:30

子 場　　所 ウッディパル余呉

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 8月6日～8月8日 9:00～

子 場　　所 ウッディパル余呉

費　　用 20,000円(食費、宿泊費、保険料、講師謝礼等)

分　　野

自然・環境

期 日 等 コースにより異なる

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 7月15(月)～8月20日(火)(全8回)

子 場　　所 長浜市民プール

費　　用 6,000円(全8回)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 7月20日(土) 9:00～10:00

子 場　　所 長浜市民プール

費　　用 500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 7月22日(月)～28日(日) 9:00～10:00

子 場　　所 長浜市民プール

費　　用 8,300円(全7回)

分　　野

くらし・健康

No.124 夏休み自然体験塾2019

対　　象 小学3年生～中学3年生

申込期間 6月26日(水) 9:00～

内　　容

ウッディパル余呉で、体験、展示、販売、ステージ、林
業技術の実演など森や木の魅力を感じる多数のイベント
を行います。ご家族やお友達とぜひ遊びに来てください
ね！

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県森林政策課 TEL:077-528-3918

No.123 山を活かす、山を守る、山に暮らす交流会2019

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

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。詳しくはHP参照

申込方法 電話で各教室の空きを確認後、申込用紙をFAX、または直接窓口

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

No.125 2019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

「これは何だろう？」「どうして？」「なぜ？」山や川
などの自然を自分の目で観察すれば、たくさんの気づき
や発見がきっとあります。身近な野山での自然体験を通
じて、自然環境を守り育む大切さを学びます。

申込方法 電話

問合せ先 余呉町自然・歴史文化研究会(ウッディパル余呉) TEL:0749-86-4145

No.127 水辺の安全教室

対　　象 小学1～3年生

申込期間 先着順

内　　容

お子様の運動能力の発達・健康増進、そして親子間の絆
の深まりを一緒に体験し、また、参加者同士が子育ての
悩みを共有しストレスを発散しましょう。

申込方法 受講料を添えて窓口にてお申し込みください。(電話予約可)

問合せ先 神照運動公園 TEL:0749-65-3399

No.126 ベビーアクアビクス教室

対　　象 2、3歳の幼児と保護者

申込期間 先着順

内　　容

水泳の苦手なお子様を対象にレベルに応じて指導しま
す。

申込方法 受講料を添えて窓口にてお申し込みください。(電話予約はできません)

問合せ先 神照運動公園 TEL:0749-65-3399

No.128 こども水泳教室

対　　象 小学2～6年生

申込期間 先着順

内　　容

「自分の命は自分で守る」そんな意識を持って！
・ペットボトル浮遊体験
・ライフジャケット浮遊体験
・身近な物を使った救助方法の紹介

申込方法 受講料を添えて窓口にてお申し込みください。(電話予約可)

問合せ先 神照運動公園 TEL:0749-65-3399

湖岸緑地

ウッディパル余呉

内　　容

採集網の使い方、昆虫のすみかについてや見つけ方
等々、色々な話を聞きながら、昆虫をつかまえよう。つ
かまえた昆虫をじっくり観察して、うちわにスケッチし
ます。完成したうちわは、記念にお持ち帰り頂きます。

申込方法 電話、FAX、インターネット

問合せ先 都市公園湖岸緑地 管理事務所 TEL:077-584-5330

No.122 昆虫観察会

対　　象 4歳以上(小学校3年生以下は保護者同伴)

申込期間 7月1日～申込受付開始　定員50名(先着順)

セミナー＆カルチャーセンター臨湖

長浜市民プール
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長浜市

３．長浜市で開催される講座・教室

期 日 等 8月4日(日) 16:00～18:00

子 場　　所 長浜市民プール

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 第2回:7月20日、第3回:9月21日、第4回:10月19日、第5回:11月16日 14:00～16:00

場　　所 長浜バイオ大学

費　　用 無料

分　　野

その他

期 日 等 10月6日(日) 14:00開演

場　　所 長浜文化芸術会館

費　　用 大人1,000円、高校生以下500円

分　　野

その他

期 日 等 7月28日(日) 13:30開演

場　　所 びわ文化学習センター

費　　用 一般前売券1,000円(高校生以下無料)、一般夏・秋通し券1,500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 7月27日(土) 13:00開演

子 場　　所 湖北文化ホール

費　　用 大人700円、小中学生300円、未就学児無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第4土曜日 14:00～15:00

子 場　　所 湖北野鳥センタ－

費　　用 無料

分　　野

その他

期 日 等 8月11日(日) 9:30～15:30

子 場　　所 湖北野鳥センター

費　　用 2,200円（湖上タクシー代、入館料、保険料含む）

分　　野

自然・環境

No.130 長浜バイオ大学市民土曜講座

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

初心者から水泳経験者まで楽しく遊びながら水泳＆水球
の技術向上を目指し、しっかりアドバイスを行います。

申込方法 受講料を添えて窓口にてお申し込みください。(電話予約可)

問合せ先 神照運動公園 TEL:0749-65-3399

No.129 アクアゲーム教室

対　　象 小学3年生以上

申込期間 先着順

内　　容

絶望の淵から夢を実現！片腕義手の看護師スイマー伊藤
真波さん(北京・ロンドンパラリンピック競泳日本代表)
による講演会。

申込方法 窓口、電話

問合せ先 長浜文化芸術会館 TEL:0749-63-7400

No.131 伊藤真波講演会『あきらめない心』

対　　象 どなたでも

申込期間 7月6日(土) 9:00～チケット発売開始

内　　容

今年度の市民土曜講座は、本学の教員によるバイオサイ
エンスに関する自然科学系講座や、連携大学の教員など
外部講師による人文科学系講座など7講座を開講すること
にしています。

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

問合せ先 長浜文化芸術会館 TEL:0749-63-7400

No.133
親子で楽しむクラシック名曲コンサート　こど
もオペラ　「ヘンゼルとグレーテル」

対　　象 どなたでも(0歳から入場可)

申込期間 発売中

内　　容

冨田人形の歴史は古く江戸時代にさかのぼります。その
伝統は今でも守られ、年2回の定期公演を開催していま
す。

申込方法 窓口、電話

問合せ先 長浜文化芸術会館 TEL:0749-63-7400

No.132
滋賀県選択無形文化財　人形浄瑠璃「冨田人形
定期公演2019・夏公演」

対　　象 どなたでも

申込期間 発売中

内　　容

仲良し兄妹のヘンゼルとグレーテルが森のなかで出会っ
たのは、動物さんの音楽隊と、おいしそうなお菓子の
家、そして優しくてこわ～い魔女!?こどもオペラ《ヘン
ゼルとグレーテル》がはじめて長浜に登場！

申込方法 窓口、電話

No.135 琵琶湖を歩こう！

対　　象 小学生以上（小学生以下は保護者同伴）

申込期間 7月22日まで 定員20名

内　　容

季節に沿った楽しいおはなしや簡単な工作をします。

申込方法 当日会場

問合せ先 湖北野鳥センタ－ TEL:0749-79-1289

No.134 つくってあそぼ！

対　　象 小学3年生以下は保護者と一緒にご参加ください。

申込期間 申込不要

内　　容

普段は行くことのできない琵琶湖の浅瀬をみんなで歩い
て、いろいろな生き物をさがしてみよう！

申込方法 「しがネット受付サービス」もしくは「往復はがき」

問合せ先 琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

長浜バイオ大学

長浜文化芸術会館

びわ文化学習センター

湖北文化ホール

湖北野鳥センタ－
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長浜市

３．長浜市で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第1土曜日 4月～10月(9:30～12:00)、11月～3月(9:30～14:00)

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、長浜市内の小中生は無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎月第3土曜日 14:00～15:00

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、長浜市内の小中生は無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 2019年4月14日～2020年2月2日(全14回)

場　　所 湖北野鳥センター周辺

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

分　　野

自然・環境

期 日 等 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 年間6回　日曜日 13:30～15:00まで

子 場　　所 五先賢の館

費　　用 1回500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 原則毎週金曜日 9:00～11:30

場　　所 五先賢の館

費　　用 1回500円

分　　野

その他

期 日 等 原則第2日曜日午前 9:30～12:00

場　　所 五先賢の館

費　　用 1回500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 7月31日(水)～11月27日(水) 13:30～15:30

場　　所 滋賀文教短期大学　実習館1階　501号室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

内　　容

1年を通じて周辺の野鳥を歩いて観察します。 双眼鏡も
貸し出していますので、初心者の方にもおすすめです。

申込方法 ※団体での参加は事前にご連絡下さい。

問合せ先 湖北野鳥センタ－ TEL:0749-79-1289

No.136 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

No.138 季節の観察会

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 ※日程により事前に申し込みが必要な日もあります。

内　　容

湖北の野鳥観察の楽しみ方を講座形式でご紹介します。
識別だけではなく、野鳥観察の仕方や、季節に応じた探
鳥地もレクチャー。 初心者の方にもおすすめの講座で
す。

申込方法 当日会場

問合せ先 湖北野鳥センタ－ TEL:0749-79-1289

No.137 湖北の野鳥観察講座

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

お茶を楽しく学びましょう。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 五先賢の館 TEL:0749-74-0560

No.139 遠州流茶道教室

対　　象 一般

申込期間 予約制フリータイム

内　　容

湖北地域の旬の自然を楽しみます。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。

申込方法 当日会場 ※日程により現地集合の日もあります。

問合せ先 湖北野鳥センタ－ TEL:0749-79-1289

No.141 立禅（吹き矢）教室

対　　象 一般

申込期間 予約フリータイム制

内　　容

年6回日曜日に開催するこどもお茶教室です。 習熟度に
応じて習えますのでいつからでも始められます。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 五先賢の館 TEL:0749-74-0560

No.140 こどもお茶教室

対　　象 小学生～高校生（小学1年生は保護者同伴で）

申込期間 事前予約制

内　　容

座禅の体験教室です。  指導：大吉寺　住職・吉瀬雄成
和尚

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 五先賢の館 TEL:0749-74-0560

No.142 座禅体験教室

対　　象 一般

申込期間 事前予約制

内　　容

座禅の呼吸法を吹き矢に取り入れた「吹き矢道・立禅」
はこの教室のみです。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 五先賢の館 TEL:0749-74-0560

内　　容

・7/31 楽しく学ぼう人権のイロハ・8/28 大人から子ど
もたちへ こころに届ける「読み聞かせ」 ・9/25わらべ
うたでひろがる音楽あそび ・10/30紙芝居 あなたも輝く
演じ手に！ ・11/27お米を原料にした手作りおやつ

申込方法 FAX、郵送、窓口(講座名、氏名、年齢、郵便番号、住所、電話番号を明記)

問合せ先 滋賀文教短期大学 湖国カルチャーセンター TEL:0749-63-5815

No.143 ボランティア養成講座

対　　象 高齢者の方でボランティア活動に関心がある方など

申込期間 各回開始の2週間前までにお申し込みください。

五先賢の館

滋賀文教短期大学
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長浜市

３．長浜市で開催される講座・教室

期 日 等 10月3日(木)、10月10日(木) 13:30～15:30 

場　　所 滋賀文教短期大学　実習館1階　湖国カルチャーセンター

費　　用 1，000円　

分　　野

くらし・健康

期 日 等 9月24日～3月17日 火曜日(全16回) Aクラス12:55～14:25、Bクラス 14:35～16:05

場　　所 滋賀文教短期大学　実習館3階　第1書道実習室

費　　用 各クラス 12，000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2019年9月18日～2020年2月12日 指定の水曜日(全12回) 13：30～15：30         

場　　所 滋賀文教短期大学　実習館3階美術室

費　　用 10,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 コースにより異なる

場　　所 浅井文化ホール

費　　用 コースにより異なる

分　　野

くらし・健康

期 日 等 コースにより異なる

場　　所 長浜サンパレス

費　　用 コースにより異なる

分　　野

その他

期 日 等 毎月第1水曜日 10:30～11:00

子 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土曜日 11:00～11:30

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月曜日 10:30～11:00、14:30～15:00

子 場　　所 長浜市立長浜図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

No.144 小学校社会科の授業を体験しませんか

対　　象 一般

申込期間 9月20日(金)

内　　容

基本（楷書・智永の千字文）（行書・集字聖教序・王羲
之）・（草書・懐素の千字文）（隷書・張遷碑）に加
え、篆書で四字熟語作品を書くことに取り組み、中国の
文学史に名を連ねた漢詩を題材に創作作品を創ります。

申込方法 FAX、郵送、窓口(講座名、氏名、郵便番号、住所、電話番号を明記)

問合せ先 滋賀文教短期大学 湖国カルチャーセンター TEL:0749-63-5815

No.145 書道講座 －基本と作品制作－ 秋学期

対　　象 一般

申込期間 9月13日(金)

内　　容

・勾玉作りを通して、古墳時代の暮らしについて学びま
す。 ・水墨画、お茶の体験を通して、今も受け継がれて
いる室町文化について学びます。

申込方法 FAX、郵送、窓口(講座名、氏名、郵便番号、住所、電話番号を明記)

問合せ先 滋賀文教短期大学 湖国カルチャーセンター TEL:0749-63-5815

No.147 カルチャー教室

対　　象 一般 ※キッズダンス教室は小学生以上

申込期間 定員になり次第締め切り

内　　容

初めての方や不慣れな方は基礎的なことから、経験のあ
る方は基本や応用をもとにして作品制作を、それぞれの
進め方に合わせてやっていきましょう。

申込方法 FAX、郵送、窓口(講座名、氏名、郵便番号、住所、電話番号を明記)

問合せ先 滋賀文教短期大学 湖国カルチャーセンター TEL:0749-63-5815

No.146
水彩画講座－身近なものを絵にしましょう－秋
学期

対　　象 一般 

申込期間 9月11日(水)

No.151 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

問合せ先 長浜市立長浜図書館 TEL:0749-63-2122

No.149 わらべうたであそぼう

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

ヨガ、ピラティス、キッズ英会話など。 詳しくは「長浜
サンパレス」HPを参照。
http://n-sunpalace.com/

申込方法 窓口

問合せ先 長浜サンパレス  TEL:0749-64-1444

申込期間 定員になり次第締め切り

当日会場

内　　容

申込不要

内　　容

ボランティアグループ「まめっちょ」によるわらべうた
とふれあいあそびの時間です。

申込方法

申込期間

問合せ先 長浜市立長浜図書館 TEL:0749-63-2122

No.150 すずめさんのおはなし会

内　　容

赤ちゃんから幼児向けの絵本の読み聞かせ、手あそび等
をします。

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.148 カルチャー教室

対　　象 18歳以上の方(一部講座を除く)

内　　容

リフレッシェイプエクササイズ・各種ヨガ・アロマテラ
ピー・キッズダンス・カラーセラピー・カラーワーク・
編み物・手づくりパン・料理教室など。詳細は「浅井文
化ホール」HP参照

申込方法 電話で各教室の空きを確認後、申込用紙をFAX、または直接窓口

問合せ先 浅井文化ホール TEL:0749-74-4000

浅井文化ホール

長浜サンパレス

長浜市立長浜図書館

内　　容

ボランティアグループ「すずめの学校」による絵本の読
み聞かせ、紙芝居等のおはなし会です。

申込方法 当日会場

対　　象 子どもと保護者

25



長浜市

３．長浜市で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第3日曜日 14:30～15:00

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 7月27日(土) 14:00～

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 7月27日(土) 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 8月10日(土) 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 8月18日(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2金曜日 10:30～11:00

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 10:30～11:00

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 8月11日(日)、11月3日(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

内　　容

図書館職員がおこなうおはなし会です。絵本の読み聞か
せ・紙芝居等

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.152 おはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

No.154 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

ボランティアグループ「まめっちょ」による絵本の読み
聞かせ、紙芝居等のおはなし会です。

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.153 まめっちょさんのおはなし会

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「すずめの学校」によるおはなし
会。（長浜図書館移転記念行事のひとつ）

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.155 すずめさんのおはなし会②

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「12の月」による絵本の読み聞か
せ、紙芝居等のおはなし会です。

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.157 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「すずめの学校」「まめっちょ」
「１２の月」３団体合同のおはなし会。（長浜図書館移
転記念行事のひとつ）

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.156 ありがとう長浜図書館おはなし会

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「おもちゃ箱」による絵本の読み
聞かせ、紙芝居等のおはなし会です。

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.158 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

赤ちゃんから幼児向けの絵本の読み聞かせ、手あそび等
をします。

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

図書館職員がおこなうおはなし会です。季節に合った絵
本の読み聞かせ・紙芝居等

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.159 季節のおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

長浜市立浅井図書館
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長浜市

３．長浜市で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第1日曜日 10:30～11:00

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3土曜日 11:00～11:30

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4日曜日 10:30～11:00

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 8月16日(金) 19:00～

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 9月16日(月祝) 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3金曜日 10:30～11:00

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3日曜日 10:30～11:00

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 10:30～11:00

子 場　　所 長浜市立湖北図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

No.160 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「やぎゆげよ」による絵本の読み
聞かせ、紙芝居等のおはなし会です。

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.161 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

内　　容

赤ちゃんから幼児向けの絵本の読み聞かせ、手あそび等
をします。

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.163 やぎゆげ夜のおはなし会

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「ひまわりの会」による絵本の読
み聞かせ、紙芝居等のおはなし会です。

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.162 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

No.165 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

問合せ先 長浜市立びわ図書館 TEL:0749-72-4305

No.164 お月見おはなし会

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「やぎゆげよ」による夜をテーマ
にしたおはなし会です。

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

図書館職員がおこなうおはなし会です。季節に合った絵
本の読み聞かせ・紙芝居等

申込方法 当日会場

内　　容

ボランティアグループ「すっとんとん」による絵本の読
み聞かせ、紙芝居等のおはなし会です。

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.166 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

赤ちゃんから幼児向けの絵本の読み聞かせ、手あそび等
をします。

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

内　　容

図書館職員がおこなうおはなし会です。絵本の読み聞か
せ・紙芝居等

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.167 おはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

長浜市立びわ図書館

長浜市立虎姫図書館

長浜市立湖北図書館
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長浜市

３．長浜市で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第3木曜日 10:30～11:00

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 10:30～11:00

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 10:30～11:00

子 場　　所 長浜市立高月図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

No.168 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

図書館職員がおこなうおはなし会です。絵本の読み聞か
せ・紙芝居等

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.169 おはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

赤ちゃんから幼児向けの絵本の読み聞かせ、手あそび等
をします。

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

内　　容

赤ちゃんから幼児向けの絵本の読み聞かせ、手あそび等
をします。

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.170 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

長浜市立高月図書館
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近江八幡市

４．近江八幡市で開催される講座・教室

期 日 等 8月10日(土) 14:00～16:30

場　　所 滋賀県立男女共同参画センター（ＧーＮＥＴしが）

費　　用 無料

分　　野

社会・人権

期 日 等 7月28日(日) 13:30～16:00(13:00～受付)

場　　所 滋賀県立男女共同参画センター　大ホール

費　　用 無料

分　　野

社会・人権

期 日 等 9月10日(火)、9月20日(金)、10月24日(木) 13:30～16:00

場　　所 滋賀県立男女共同参画センター（ＧーＮＥＴしが）

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 9月5日(木) 9:30～11:30

場　　所 滋賀県立農業大学校

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 10月16日(水)～17日(木) 9:30～16:00

場　　所 滋賀県立農業大学校

費　　用 指定するテキストを購入してください。

分　　野

社会・人権

期 日 等 10月23日(水) 9:00～15:00

場　　所 滋賀県立農業大学校

費　　用 研修経費は自己負担

分　　野

技術・産業

期 日 等 11月9日(土) 9:00～12:00

場　　所 滋賀県立農業大学校

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 12月11日(水) 9:30～11:30

場　　所 滋賀県立農業大学校

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

申込期間 10月11日～11月11日

内　　容

トマト、キュウリ、イチゴ等の栽培技術や作業について
の講義、実習

申込方法 インターネット

問合せ先 滋賀県立農業大学校 TEL:0748-46-2551

No.177 新規就農野菜講座

対　　象 県内において施設野菜で就農を希望される方

申込期間 10月1～10月31日

内　　容

農作業初心者に向けた農作業安全研修、農業機械の基本
知識、トラクタによる耕耘作業、草刈り作業の基本など
初歩的な技能の習得。

申込方法 インターネット

問合せ先 滋賀県立農業大学校 TEL:0748-46-2551

No.176 農業機械基本研修(実技編)

対　　象 県内農業者

申込期間 8月23日～9月24日

内　　容

県内在住の園芸初心者の方に向けた座学中心の基礎講座
です。

申込方法 インターネット、郵送

問合せ先 滋賀県立農業大学校 TEL:0748-46-2551

No.178
第3回園芸講座「果樹の栽培の管理」(栽培技
術・剪定等)

対　　象 一般

内　　容

複式簿記の基礎、パソコン簿記ソフトによる財務諸表の
作成

申込方法 インターネット、郵送

問合せ先 滋賀県立農業大学校 TEL:0748-46-2551

No.175 農業経営簿記講座

対　　象 農業者のみなさま

申込期間 8月16日(金)～9月17日(火)

内　　容

県内在住の園芸初心者の方に向けた座学中心の基礎講座
です。

申込方法 インターネット、郵送

問合せ先 滋賀県立農業大学校 TEL:0748-46-2551

No.174
第2回園芸講座「花づくりの基礎」(切り花栽培
技術)

対　　象 一般

申込期間 7月5日～8月5日

内　　容

9月10日 第5回 差別をしない社会にむけて～部落問題を
中心に～　9月20日 第6回 部落差別解消推進法にかかる
条例づくりの背景とその活用～ 　10月24日 第7回 人権
と共生の観点から多様な性について考える

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 公益財団法人 滋賀県人権センター TEL:077-522-8253

No.173
2019年度　クローズアップ人権講座（第5～7
回）

対　　象 どなたでも

申込期間 締切は各講座3日前まで

滋賀県立農業大学校

内　　容

講演および対談　滋賀県障害者差別のない共生社会づく
り条例と「障害の社会モデル」について 北野誠一氏、
「触常者」という生き方～無視覚流ライフを楽しむ～ 広
瀬浩二郎氏

申込方法 申込用紙に必要事項を記入のうえメール、またはFAX

問合せ先 滋賀県障害福祉課 TEL:077-528-3541 FAX:077-528-4853 Mail:ec0006@pref.shiga.lg.jp

No.172
滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例
フォーラム

対　　象 一般

申込期間 先着順

内　　容

発達障害の基本的な理解
講師:信州大学医学部付属病院子どものこころ診療部　部
長 本田 秀夫 氏

申込方法 FAX、メール、郵送

問合せ先 滋賀県発達障害者支援センター TEL:077-561-2522

No.171
発達障害の理解を広げるための滋賀県民講座
2019

対　　象 どなたでも

申込期間 7月31日(水)まで

滋賀県立男女共同参画センター（ＧーＮＥＴしが）
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期 日 等 11月11日(月)～15日(金) 9:00～16:00

場　　所 11日～14日 滋賀県立農業大学校、15日 県免許センター

費　　用 受講料、研修経費は自己負担

分　　野

技術・産業

期 日 等 10月7日(月)～11日(金) 9:00～16:00

場　　所 7日～10日 滋賀県立農業大学校、11日 県免許センター

費　　用 受講料、研修経費は自己負担

分　　野

技術・産業

期 日 等 7月24日、7月25日、7月26日、7月30日、7月31日 9:30～10:30

子 場　　所 安土城天主　信長の館

費　　用 ひとり350円　保護者500円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 7月27日、8月31日 10:30～(10:00開場)、10月19日、11月23日 10:30～(10:10開場)

子 場　　所 安土文芸セミナリヨ

費　　用 500円(保護者膝上の乳幼児は無料)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 10月26日(土) 14:00開演(13:30開場)

場　　所 安土文芸セミナリヨ

費　　用 一般2,200円、高校生以下1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月3日(土) 13:30～15:30

場　　所 奥村家住宅

費　　用 一般300円、高大生250円、中学生以下無料、障害のある方と付添者1名無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月31日(土) 14:00～16:00

場　　所 旧伴家住宅

費　　用 一般300円、高大生250円、中学生以下無料、障害のある方と付添者1名無料

分　　野

その他

安土城天主　信長の館

安土文芸セミナリヨ

奥村家住宅

旧伴家住宅

内　　容

けん引免許(農耕用)取得のための講習

申込方法 市町長の推薦が必要

問合せ先 滋賀県立農業大学校 TEL:0748-46-2551

申込期間 8月19日～9月6日

No.180 トラクタ基本研修

対　　象 県内農業者

申込期間 8月19日～9月6日

内　　容

本展でも紹介する「8ミリフィルム発掘プロジェクト」の
上映会と、トークを行います。滋賀県で撮影された8ミリ
フィルムのプライベートムービーを解説とともに見なが
ら、地域のかつての日々の情景を映し出します。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-ＭＡ TEL:0748-36-5018

No.185 あの時　あの場所　私のくらし　2019

対　　象 大人から子どもまで

申込期間 先着30名

内　　容

出展作家の田中秀介を迎え、絵を描くワークショップを
行います。参加者たちの顔のパーツ一つ一つを組み合わ
せて、誰かの誰かを組み合わせた人物画を描きます。子
どもから大人まで参加できるイベントです。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-ＭＡ TEL:0748-36-5018

No.184 夏休みお絵描きワークショップ

対　　象 大人から子どもまで

申込期間 先着20名

内　　容

2016年国際バッハコンクール オルガン部門で日本人初の
優勝を果たした実力者。世界が認めた冨田一樹の演奏を
セミナリヨの深紅のオルガンでお楽しみください。

申込方法 電話、窓口、インターネット

問合せ先 安土文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.183
冨田一樹パイプオルガンリサイタル～バッハへ
の道のり～

対　　象 未就学児入場不可

申込期間 発売中

内　　容

子どもたちが本物の音楽を聴く瞬間、その表情は親の宝
物。乳幼児からご入場いただける約１時間のコンサート
シリーズです！

申込方法 当日会場

問合せ先 安土文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.182 ワンコインコンサート

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

問合せ先 安土城天主信長の館 TEL:0748-46-6512

No.181 夏休みVR安土城散策ツアー

対　　象 小学3年生から中学生と保護者

申込期間 先着順

内　　容

信長の館シアター内のコンピュータグラフィック映像
で、安土城や城下町を散策。また、信長の館館内の展示
物で歴史を学べます。

申込方法 電話

内　　容

大型特殊免許(農耕用)取得のための講習

申込方法 市町長の推薦が必要

問合せ先 滋賀県立農業大学校 TEL:0748-46-2551

No.179 けん引研修

対　　象 県内農業者
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期 日 等 8月4日(日) 16:00開演(15:30開場)

子 場　　所 近江八幡市文化会館　大ホール

費　　用 S席5,000円(小学生以下3,000円)、A席3,000円(小学生以下2,000円)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第1金曜日 10:30～ ※第1金曜日が休館日の場合は、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 10:00～（3,4,5歳対象） 11:00～（小学生対象）

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2土曜日 10:00～(0～2歳) 10:35～(3～5歳) 11:10～(小学生以上)

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 7月20日(土) 18:00～(4歳～小学2年生) 19:15～(小学3年生以上)

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 2019年4月25日～2020年3月12日(全18回) 10:00～11:45（9:30～受付）

場　　所 滋賀マザーズジョブステーション・近江八幡

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

近江八幡市文化会館

近江八幡市立安土図書館

近江八幡市立近江八幡図書館

滋賀マザーズジョブステーション・近江八幡

内　　容

「仕事へのスタンスや考え方」「働いてからも使えるス
キル」「就職に役立つ情報」等をテーマとしたセミナー
を多数開催します。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀マザーズジョブステーション・近江八幡 TEL:0748-36-1831

No.192 2019年度セミナー

対　　象 滋賀マザーズジョブステーション・近江八幡に登録されている方

申込期間 各セミナーによる

内　　容

おはなし会終了後、図書館ミステリーツアーを実施しま
す。

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.191 こわ～いこわ～いおはなし会

対　　象 4歳～小学2年生、小学3年生以上

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.190 おはなしメリーゴーランド

対　　象 0～2歳

申込期間 申込不要

内　　容

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.189 おはなし会

対　　象 0歳から小学生

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしや絵本をいっしょに楽しみませんか。

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.188 おはなし会

対　　象 3,4,5歳・小学生と保護者

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.187 絵本の時間

対　　象 0～2歳

申込期間 申込不要

内　　容

劇団四季による人気のファミリーミュージカルです。

申込方法 電話、窓口、チケットセンター

問合せ先 近江八幡市文化会館 TEL:0748-33-8111

No.186
劇団四季ファミリーミュージカル「はだかの王
様」

対　　象 どなたでも

申込期間 発売中
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期 日 等 7月22日(月)、8月5日(月)、8月24日(土) 13:30～15:00

子 場　　所 滋賀県立安土城考古博物館

費　　用 500円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 7月29日(月) 13:30～15:00

子 場　　所 滋賀県立安土城考古博物館

費　　用 500円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 8月10日(土)13:30～15:00（受付13:00～）

場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　NPSセミナールーム

費　　用 200円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 7月28日(日)、8月11日(日)、9月1日(日)、9月7日(土) 13:30～15:00（受付13:00～）

場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　NPSセミナールーム

費　　用 200円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 7月20日(土)～9月1日(日) 9:00～17:00（入館は16:30分まで）

場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　エントランスホール

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 8月18日(日) 13:30開演（13:00開場）

場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　エントランスホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 7月20日(土)～9月16日(月祝) 9:00～17:00（入館は16:30分まで）

場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　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 6月11日(火)～8月12日(月祝) 9:00～17:00（入館は16:30まで）

場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　第2常設展示室

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

滋賀県立安土城考古博物館

内　　容

近江風土記の丘の環境整備事業として昭和44年に発掘調
査が開始されてから50年となるのを記念して、城跡から
の出土遺物と関連資料を展示します。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.200 特別陳列「観音寺城跡発掘調査50周年展」

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

琵琶湖の北端に位置する塩津港遺跡は、古代から重要な
港でした。 平成18年からの発掘調査の成果のうち、神社
に関する遺構・遺物を紹介し、当時の塩津をめぐる信仰
や祭祀について迫ります。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.199
第60回企画展「塩津港遺跡発掘調査成果展―古
代の神社と祭祀を中心に―」

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

博物館でミュージアムコンサートを開催致します。 夏の
午後、すてきな音楽を聴きながら楽しいひと時を過ごし
ていただきます。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.198 ミュージアム・コンサート

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.197 近江風土記の丘回顧パネル展

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

第60回企画展「古代の最重要港湾！塩津港―塩津港遺跡
発掘調査成果展　古代の神社と祭祀を中心に―」に関連
して博物館講座を開催します。詳細はHPでご確認いただ
くか、お問い合わせください。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.196 企画展関連博物館講座

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

昭和45年（1970）に開設された「近江風土記の丘」が
2020年に開設50周年を迎えるにあたり、「近江風土記の
丘回顧パネル展」を実施します。

申込方法 当日会場

内　　容

8月10日（土） 「大中の湖南遺跡」 講師：伊庭功（当館
学芸課長）

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.195
入門講座「近江風土記の丘の史跡をもっと知ろ
う」

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

土器などの文化財資料を調査するといった学芸員の仕事
を体験します。※要予約

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.194 体験博物館「子ども学芸員」

対　　象 小学4年生～中学生

申込期間 2019年06月29日から受付開始、定員になり次第受付締切

内　　容

ろう石を削って磨いて勾玉を作ります。ネックレスにし
て完成にします。※要予約

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.193 体験博物館「勾玉を作ろう」

対　　象 小学生～一般 ※小学校低学年は保護者同伴

申込期間 開催日の1カ月前から受付開始、定員になり次第受付締切
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期 日 等 7月21日(日) 13:30～、15:00～

場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　第2常設展示室

費　　用 無料(入館料が必要)

分　　野

文学・歴史

期 日 等 9月18日(水)～10月22日(火祝) 9:00～17:00（入館は16:30まで）

場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　第2常設展示室

費　　用 無料(入館料が必要)

分　　野

文学・歴史

期 日 等 9月29日(日)  13:30～

場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　第2常設展示室

費　　用 無料（入館料が必要）

分　　野

文学・歴史

期 日 等 10月8日(火)～11月21日(木)(うち全6回×2期)

場　　所 ①安土城考古博物館　②滋賀県埋蔵文化財センター

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 8月24日(土)13:30～15:00

場　　所 酒游館

費　　用 一般300円、高大生250円、中学生以下無料、障害のある方と付添者1名無料

分　　野

芸術・伝統

酒游館

内　　容

企画展「忘れようとしても思い出せない」の出展者、鬼
海弘雄と交流のある作家田口ランディを迎えてのトーク
イベント。他者から発せられる強い視線を感じる鬼海の
写真作品を起点に、展覧会全体についてもトークしま
す

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-ＭＡ TEL:0748-36-5018

No.205 トークイベント「他者のまなざし」

対　　象 一般

申込期間 先着60名

内　　容

おおむね60歳以上の講習受講者の就業機会の拡大を図る
ため需要が増加傾向にある遺跡発掘業務に従事するため
の知識・技能を学ぶことを目的とする講習会です。

申込方法 申込後①10/1 14時 安土城考古博物館 ②10/29 10時 シルバー連合会にて面談会

問合せ先 公益社団法人　滋賀県シルバー人材センター連合会 TEL:077-525-4128

No.204 遺跡発掘技能講習①、②

対　　象 おおむね60歳以上の滋賀県内在住の方対象

申込期間 申込書に必要事項を記入し①9月27日(金)、②10月25(金)までに郵送またはFAX

内　　容

特別陳列「明智光秀と近江」の展示資料について担当学
芸員が解説します。 ご案内：高木叙子（当館学芸員）

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.203 特別陳列「明智光秀と近江」ギャラリートーク

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

大河ドラマで明智光秀が取り上げられる機会に、明智光
秀に関する館蔵資料などを展示します。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.202 特別陳列「明智光秀と近江」

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

特別陳列「観音寺城跡発掘調査50周年展」の展示資料に
ついて担当学芸員が解説します。
ご案内：伊庭功（当館学芸課長）

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.201
特別陳列「観音寺城跡発掘調査50周年展」ギャ
ラリートーク

対　　象 一般

申込期間 申込不要
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草津市

５．草津市で開催される講座・教室

期 日 等 10月12日(土)、10月13日(日) 12:00～15:00

子 場　　所 10月12日 湖岸緑地 志那-1、10月13日 湖岸緑地 南三ツ谷

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 9月11日(水) 10:00～12:00、13:00～16:30、10月16日(水) 10:00～12:00

場　　所 草津市立草津アミカホール　研修室

費　　用 無料

分　　野

社会・人権

期 日 等 コースにより異なります

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 7月14日(日)、7月28日(日)、8月24日(土) 10:00～11:30

場　　所 立命館大学びわこ・くさつキャンパス『ラルカディア1階R101教室』

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 2019年4月25日(木)～2020年3月5日(木)(年間全18回)

場　　所 滋賀マザーズジョブステーション・草津駅前

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 2019年10月～2021年9月(在学2年間) 10:00～15:00

場　　所 草津校:長寿社会福祉センター内、米原校:文化産業交流会館内

費　　用 授業料 50,000円(年額)

分　　野

政治・社会

期 日 等 毎月第2土曜日 11:00～11:45

子 場　　所 草津市立市民交流プラザ　音楽室（フェリエ南草津5階）

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

内　　容

びわ湖の流木を使ってのアート作品づくり、ヨシ笛づく
りを通して、びわ湖のゴミ問題や環境問題について考え
てみよう。

申込方法 当日現地(各日とも定員 流木アート30名・ヨシ笛20名)

問合せ先 都市公園湖岸緑地 管理事務所 TEL:077-584-5330

No.206 流木アート・ヨシ笛をつくろう

対　　象 幼児～一般(小学3年生以下は保護者同伴)

申込期間 当日開始15分前より受付開始

No.208
令和元年度テクノカレッジ米原・草津「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 セミナー開催初日の前月同日(土・日・祝日である場合はその翌日)

内　　容

教育、就労、医療をテーマに講師をお招きして、お話を
うかがいます。　※電話回線が混雑していますので、電
話はご遠慮ください。お問合せやキャンセルなどの連絡
は、FAXかメールでお願いします。

申込方法 メール

問合せ先 滋賀県発達障害者支援センター TEL:077-561-2522

No.207 発達障害に関する支援者講座

対　　象 発達障害の支援に携わる方であればどなたでも

申込期間 先着順

日程により異なる

内　　容

今年度は「琵琶湖と人の様々な関わり」をテーマに、
様々な角度から琵琶湖の多様な価値や課題を見つめなお
す3回の講座を予定。

申込方法 氏名、住所、電話、参加回を明記のうえFAX、メールまたはハガキにて受付

問合せ先 立命館大学 BKC地域連携課 TEL:077-561-5918 FAX:077-561-2619

No.209 「びわ湖の日」連続講座

対　　象 学生や一般県民

申込期間 第1回:7月10日、第2回:7月24日、第3回:8月21日締め切り

内　　容

テクノカレッジでは、働くみなさんを対象として「技能
向上セミナー」を実施しており、多くの方の受講をいた
だいています。・機械系 ・溶接系 ・電気・電子系 ・制
御系 ・塗装系。詳細はHPを参照。

申込方法 インターネット(滋賀ネット受付)、FAX、郵送、窓口

問合せ先 テクノカレッジ米原校 TEL:0749-52-5300 / 草津校 077-564-3297

対　　象 滋賀マザーズジョブステーション・草津駅前に利用登録をされている方

内　　容

大型絵本、まき絵など
※7月、12月、3月の第2土曜日はこどものつどい（人形劇
など）があります。こどものつどいは14:30～15:15

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.212 おはなし会

対　　象 乳幼児から小学生低学年くらいまで

申込期間 申込不要

内　　容

60歳以上のシニアが集う大学。園芸・陶芸・びわこ環
境・地域文化・北近江文化・健康づくりの6学科がありま
す。2019年10月(入学)～2021年9月(卒業)。今秋10月入学
の第42期生を募集中。

申込方法 郵送、窓口

問合せ先 レイカディア大学　草津校 TEL:077-567-3901

申込期間 ～2019年8月5日(月)

申込期間

湖岸緑地

草津市立草津アミカホール

テクノカレッジ草津

立命館大学

滋賀マザーズジョブステーション・草津駅前

滋賀県レイカディア大学

草津市立市民交流プラザ

No.211 滋賀県レイカディア大学　第42期学生募集

対　　象 県内に居住し、2019年10月1日現在において60歳以上の方、他

内　　容

「仕事へのスタンス、考え方」「求職活動中や働いてか
らも使えるスキル」「世の中を知ることで選ぶ力をつけ
る」をテーマとしたセミナーを多数開催します。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀マザーズジョブステーション・草津駅前 TEL:077-598-1480

No.210 2019年度セミナー
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草津市

５．草津市で開催される講座・教室

期 日 等 8月4日（日） 18:30～19:15

子 場　　所 草津市立市民交流プラザ　音楽室（フェリエ南草津5階）

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第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

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 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 8月3日(土) 16:30～17:15

子 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 毎月第4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

No.214 木曜おはなしのじかん（赤ちゃん向け）

対　　象 乳幼児向け 

申込期間 申込不要

内　　容

夏休み恒例「こわ～いおはなし会」

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.213 夜のおはなし会

対　　象 小学生高学年以上

申込期間 申込不要

草津市立図書館

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.215 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

手あそび・絵本の開き読み ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.217 夕べのおはなし会

対　　象 小学校高学年以上

申込期間 申込不要

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 当日会場

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.216 ブックトークの会

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

夏にぴったりのこわ～いお話を紹介します。

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

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

No.218 おはなしのじかん

対　　象

内　　容

絵本の開き読み、手遊びなど

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.220 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

問合せ先 草津市立南草津図書館　TEL:077-567-0373

No.219 おはなしのじかん

対　　象 どなたでも

申込期間

草津市立南草津図書館

申込不要

内　　容

絵本の開き読み

申込方法 当日会場

内　　容

乳幼児から小学生低学年ぐらいまで

申込期間 申込不要
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草津市

５．草津市で開催される講座・教室

期 日 等 8月18日（日）、10月27日（日）、12月22日（日）

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 10月19日(土)～10月20日(日) 9:30～17:00（入館は16:30まで）

場　　所 琵琶湖博物館

費　　用 参加無料（※一部のイベントは、展示観覧券が必要）

分　　野

自然・環境

期 日 等 9月22日(日) 13:30～15:30(13:00～受付)

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 7月13日(土)～8月31日(土) 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 無料（常設展示観覧券が必要。中学生以下は無料）

分　　野

自然・環境

期 日 等 7月27日(土) 9:30～20:30(入館は20:00まで)

場　　所 琵琶湖博物館　館内各所

費　　用 常設展示観覧券が必要(中学生以下は無料)

分　　野

自然・環境

期 日 等 7月20日(土)～11月24日(日) 9:30～17:00(入館は16:30まで)

場　　所 琵琶湖博物館　企画展示室

費　　用 [企画展示観覧料金]大人300円(240円)、高大生240円(190円)、小中生150円(120円) ※()内は団体料金です

分　　野

自然・環境

期 日 等 8月18日(日) 10:00～12:00

子 場　　所 琵琶湖博物館　実習室1

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 9月21日(土) 10:00～12:00

子 場　　所 琵琶湖博物館　実習室1・からすま半島琵琶湖岸

費　　用 100円（保険料含む）

分　　野

自然・環境

内　　容

「はしかけ」団体等のポスター展示やワークショップ、
リニューアルオープンした施設でのふれあい等を通じて
琵琶湖博物館での交流の場を提供します。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.222 「びわ博フェス2019」

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

本や図書館についてのクイズに答えて素敵なプレゼント
をもらおう！

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.221 クイズラリー

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

琵琶湖博物館

No.224 みんなで「かいこ絵日記」をつくろう！

対　　象 どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）

申込期間 当日受付

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

No.223 はしかけ登録講座（9月）

対　　象 年齢制限はありませんが、18歳未満の方が登録する場合には保護者の同意が必要

申込期間 申込不要

内　　容

夜の水族展示を見たり、昆虫観察もあります。学芸員の
楽しいお話も聞くこともできます。トークショーや大人
向けのジャズコンサートも開催します。 夜8時30分まで
開館しますので、博物館でゆっくりお過ごしください。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.225 ナイトミュージアム

対　　象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

申込期間 申込不要

内　　容

かいこを観察しよう。一人一人のスケッチが最後にはみ
んなの絵日記になるよ。

申込方法 随時受付

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.227 マイナス80度から復活した微小生物

対　　象 小学生以上（小学生以下は保護者同伴）

申込期間 8月6日締切(定員15名)

内　　容

ビワマスは琵琶湖固有のサケ科の魚で、美味な食材とし
てもよく知られています。最新の研究成果を元に、ビワ
マスの謎に迫ります！

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.226
企画展示　海を忘れたサケ　－ビワマスの謎に
迫る－

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

自分で捕まえたプランクトンを観察して、プランクトン
ビンゴを完成させよう。

申込方法 「しがネット受付サービス」もしくは「往復はがき」

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.228 顕微鏡で観察しよう プランクトンでビンゴ

対　　象 小学生以上（小学生以下は保護者同伴）

申込期間 9月9日締切(定員15名)

内　　容

マイナス80度の温度に小さな生き物たちは耐えられるの
か！？凍らせた土や苔から復活した生き物を観察しま
す。

申込方法 「しがネット受付サービス」もしくは「往復はがき」

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811
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草津市

５．草津市で開催される講座・教室

期 日 等 9月14日(土) 13:30～15:00

子 場　　所 琵琶湖博物館　実習室2・屋外展示

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 7月20日～9月8日 9:30～17:00(入館は16:30まで)

場　　所 琵琶湖博物館　水族企画展示室

費　　用 常設展示の観覧券でご覧いただけます。（中学生以下は無料）

分　　野

自然・環境

期 日 等 9月8日(日)、10月6日(日)、11月24日(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

期 日 等 9月4日(水) 11:00～12:00

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

期 日 等 8月3日(土)、8月25日(日) 14:00～15:00(13:50～受付)

場　　所 琵琶湖博物館　展示室・会議室

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 8月17日(土) 9:30～12:00

子 場　　所 琵琶湖博物館・展示室・下物ビオトープ

費　　用 常設展示観覧券が必要(中学生以下は無料)

分　　野

自然・環境

No.230 水族企画展示　ビワマスと仲間たち

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

様々な木の葉っぱについて、形や手ざわりなどの特徴の
お話を博士から聞きます。その後、葉っぱ模様のオリジ
ナルハンカチを作ります。

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

No.229 【わくわく探検隊】 葉っぱの形に注目しよう！

対　　象 どなたでも（小学4年生以下は保護者同伴）

申込期間 申込不要

内　　容

9月8日(日) 稲刈り・ハサ掛け（早稲：みずかがみ）、10
月6日(日) 稲刈り・ハサ掛け（晩稲：滋賀羽二重も
ち）、11月24日(日) 収穫祭  ※作物の生育状況によっ
て、日程が変わることがあります。

申込方法 当日受付(9:30～)

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.231 生活実験工房 田んぼ体験 稲刈り

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

ビワマスに近縁なサクラマスの仲間と湖沼性のサケ科魚
類に加えて、琵琶湖水系にすむサケ科魚類などを生体展
示します。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.233 わくわくお宝探し（展示室探検）

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

博物館展示林内に生えている植物を使って、蒸留器で芳
香蒸留水を抽出、抽出液(アロマウォーター)を使ってア
ロマスプレーを作ります。

申込方法 当日受付(10:30～) 定員5名

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.232 季節の植物でアロマウォーターを作ろう！

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

琵琶湖博物館で展示の解説を聞いた後、博物館のすぐ近
くにある下物ビオトープで魚や昆虫をさがそう！

申込方法 「しがネット受付サービス」もしくは「往復はがき」

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.234 下物ビオトープ生物観察会

対　　象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

申込期間 8月5日締切

内　　容

わくわくお宝探し。展示室で暮らしの知恵を探してみよ
う。

申込方法 当日受付(13:50～)

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811
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守山市

６．守山市で開催される講座・教室

期 日 等 8月11日(日)、8月12日(月) 9:30～12:30

子 場　　所 8月11日 湖岸緑地　曽根沼公園、8月12日 湖岸緑地　赤野井-1公園

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 7月20日、8月10日、9月21日、10月19日、11月未定、12月1日

場　　所 オリーブ守山保育園　別棟　地域交流ルーム

費　　用 1回1,000円　6回5,000円(資料・飲み物代)

分　　野

社会・人権

期 日 等 8月2(金)～4日(日)　午前の部 10:30～、午後の部 14:00～

子 場　　所 佐川美術館

費　　用 戦国キャンドル:300円、ダンボールアート:700円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 7月10日(水)～9月23日(月)

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

分　　野

文学・歴史

期 日 等 10月19日(土)・20日(日)、11月9日(土)・10日(日) 各日11:00～・13:00～・15:00～

場　　所 佐川美術館

費　　用 お一人様 10,000円 （入館料含む）

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月1回(7/17、8/13、9/17、10/19、11/19) 13:30～14:30

場　　所 滋賀県立総合病院　研究所　講堂

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 7月31日、8月2日 14:00開演

子 場　　所 守山市民ホール 小ホール

費　　用 各600円

分　　野

その他

湖岸緑地

オリーブ守山保育園

佐川美術館

滋賀県立総合病院

守山市民ホール

内　　容

7月31日　ほたる寄席こども亭、8月2日　ミュージック・
ワークショップ

申込方法 窓口

問合せ先 守山市民ホール TEL:077-583-2532

No.241 もりやまkidsカレッジ2019

対　　象 2歳以上有料

申込期間 先着順

内　　容

健康でいきいきとした生活を一日でも長く続けられるよ
う、病気の予防や健康づくりに関する最新の情報を一緒
に学びましょう！月に一度、健康教室を開催していま
す。 お気軽にご参加ください。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立総合病院（旧：成人病センター） TEL:077-582-5031

No.240 2019年度　健康教室

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

水庭に浮かぶ茶室で美味しくて、ちょっと贅沢な点心を
いただき、水底の茶室でお茶一服。 はじめての方でも、
お洋服の方でも、ごゆるりと楽しんでいただけます。

申込方法 FAX、郵送

問合せ先 佐川美術館 TEL:077-585-7800

No.239 ゆるり茶会

対　　象 足元が悪い場所があるため、歩行が困難な方や高校生未満の方は参加できません。

申込期間 要申込

内　　容

夏季企画展として「名刀は語る　美しき鑑賞の歴史」を
開催します。約千年にわたる日本刀の歴史を通じて、日
本人が培ってきた美意識や文化を是非ご覧ください。
8月18日(日)14:00～記念講演会を開催します。

申込方法 当日会場

問合せ先 佐川美術館 TEL:077-585-7800

No.238 名刀は語る　美しき鑑賞の歴史

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

8月2日、3日：戦国キャンドルを作ろう！　8月4日：ダン
ボールアートで戦国武将になりきろう！

申込方法 インターネット、FAX

問合せ先 佐川美術館 TEL:077-585-7800

No.237
さがわきっずみゅーじあむ　サマーワーク
ショップ2019

対　　象 8月2日・3日　4歳～中学生、8月4日　小学生～中学生

申込期間 7月10日(水)9:30～先着順

内　　容

子ども達の成長発達を支える健康管理は私たちの大切な
役割だと考えます。子ども達の健やかな育ちを支えるた
め、保育や看護に関する知識やスキルをさらに研修しま
せんか？

申込方法 電話、メール

問合せ先 オリーブ守山保育園 TEL:077-514-1129

No.236 看護師や保育士・教諭のための勉強会

対　　象 地域において子どもの保育・看護に携わる方

申込期間 先着順

内　　容

外来魚を釣り上げよう！釣り上げた外来魚を解剖して、
食性を調べよう。何を食べているのだろう？「外来
魚」って何？何が問題なんだろう。先生の話を聞いて、
びわ湖の環境問題について考えてみましょう。

申込方法 電話、FAX、インターネット

問合せ先 都市公園湖岸緑地 管理事務所 TEL:077-584-5330

No.235 外来魚釣り体験

対　　象 4歳以上(小学校3年生以下は保護者同伴)

申込期間 7月1日～申込受付開始　定員50名(先着順)
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守山市

６．守山市で開催される講座・教室

期 日 等 9月1日(日) 14:00～16:00

場　　所 守山市民ホール　小ホール

費　　用 3講座セット：2,000円　単独講座：800円（25歳以下は500円）

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 10月20日(日) 14:00～

場　　所 守山市民ホール　小ホール

費　　用 3講座セット：2,000円　単独講座：800円（25歳以下は500円）

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 7月20日、8月3日、9月28日、11月10日、12月22日 14:00開講(13:15開場)

場　　所 守山市民ホール　大ホール

費　　用 全5講座セット　11,000円（単独受講の場合、日程による）

分　　野

その他

期 日 等 毎日開催 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 11月16日(土) 、11月17日(日)

場　　所 守山市立図書館

費　　用 無料

分　　野

その他

期 日 等 7月24日、26日、31日、8月16日、25日、28日

子 場　　所 美崎公園(みさき自然公園)パークセンター

費　　用 無料～300円 ※講座により異なる

分　　野

技術・産業

守山市立図書館

美崎公園(みさき自然公園)パークセンター

内　　容

美崎公園(みさき自然公園)パークセンターでは、親子を
対象にした「夏休み子ども教室」を開催します。夏休み
のひととき、講演で自然観察や環境学習、ものづくり体
験に参加しませんか。

申込方法 電話、FAX

問合せ先 美崎公園(みさき自然公園)パークセンター TEL:077-585-4280

No.247 夏休み子ども教室

対　　象 親子

申込期間 先着順

内　　容

新図書館開館1周年を記念して実施します。内容はコン
サート、作家の講演会、展示、スタンプラリー等を予定
しています。

申込方法 申込不要

問合せ先 守山市立図書館 TEL:077-583-1639

No.246 としょかん誕生祭

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。休館日(主に月曜日)以外毎日開催

申込方法 当日会場

問合せ先 守山市立図書館 TEL:077-583-1639

No.245 おはなし会

対　　象 親子(4・5歳～)

申込期間 申込不要

内　　容

7月20日　森昌子、8月3日　小堺一機、9月28日　金澤翔
子・金澤泰子、11月10日　倍賞千恵子、12月22日　竹中
平蔵

申込方法 窓口

問合せ先 守山市民ホール TEL:077-583-2532

No.244 もりやま市民カレッジ2019

対　　象 未就学児の入場はご遠慮願います。

申込期間 先着順

内　　容

クラシック音楽の面白さをたっぷりと味わっていただけ
るお話と実演の講座です。 これからクラシック音楽を聴
いてみたい！という方はもちろん、クラシック音楽を
もっと深く知りたい！という方にもおすすめです。

申込方法 窓口

問合せ先 守山市民ホール TEL:077-583-2532

No.243
ルシオール音楽塾 第17回「ドヴォルザークの室
内楽」

対　　象 未就学児童のご入場はご遠慮願います。

申込期間 先着順

内　　容

クラシック音楽の楽しさをたっぷりと味わっていただけ
る、お話と実演のセット講座です。 これからクラシック
を聴いてみたい！という方はもちろん、クラシック音楽
をもっと深く知りたい！という方にもおすすめです。

申込方法 窓口

問合せ先 守山市民ホール TEL:077-583-2532

No.242
ルシオール音楽塾 第16回 プッチーニ歌劇
「ラ・ボエーム」

対　　象 未就学児の入場はご遠慮願います。

申込期間 先着順
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栗東市

７．栗東市で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第2土曜日 10:30～（2歳まで） 11:00～（3歳から）

子 場　　所 栗東市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

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

子 場　　所 栗東市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

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 毎月第1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 原則、第2又は第3日曜日 10:30～11:00（12月～3月は13:30～14:00）

子 場　　所 栗東自然観察の森

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 原則、第2又は第4日曜日 10:00～12:00・13:00～15:00

子 場　　所 栗東自然観察の森

費　　用 100円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 原則、第1又は第4日曜日 13:30～15:00（7・8月は10:00～11:30）

場　　所 栗東自然観察の森

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 8月18日(日)①10:00～11:00 ②11:00～12:00

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館

費　　用 1,000円（参加者お一人につき）事前振込※当日支払いの場合、参加費1,500円

分　　野

くらし・健康

No.248 おはなしタイム

対　　象 10:30～（2歳まで） 11:00～（3歳から）

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしボランティアによる絵本の読み聞かせなど（40
～45分程度）

申込方法 当日会場

問合せ先 栗東市立図書館 TEL:077-553-5700

No.249 おはなし会

対　　象 14:00～（幼児向け） 15:00～（小学生向け）

申込期間 申込不要

内　　容

少し短めの、図書館職員による読み聞かせ（15～25分程
度）

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 おはなしタイム

対　　象 子どもとその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしボランティアによる絵本の読み聞かせなど（40
～45分程度）

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.250 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

親子で参加できる自然の観察会です。

申込方法 当日会場

問合せ先 栗東自然観察の森 TEL:077-554-1313

No.252 親子観察会

対　　象 小学校低学年までとその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

少し短めの、図書館職員による読み聞かせ（15～25分程
度）

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.254 自然観察会

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

ミニクラフトです。

申込方法 当日会場

問合せ先 栗東自然観察の森 TEL:077-554-1313

No.253 ミニクラフト

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

☆リズムジャンプ
運動のなかで今までに無い『リズム』に着目した、新し
く画期的なトレーニング方法でプロスポーツ選手も取り
入れています。

申込方法 STAR滋賀HPの申込フォームから必要事項を記入して送信してください。

問合せ先 STAR滋賀事務局 HP:https://star-shiga.com

No.255 リズムジャンプで楽しく体を動かそう

対　　象 ①子ども・親子ペア ②教諭・指導者・高校生以上・一般

申込期間 ～8月15日

内　　容

自然の観察会です。

申込方法 当日会場

問合せ先 栗東自然観察の森 TEL:077-554-1313

栗東市立図書館

栗東市立栗東西図書館

栗東自然観察の森

滋賀県立栗東体育館
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甲賀市

８．甲賀市で開催される講座・教室

期 日 等 7月28日(日)、8月25日(日) 14:00～14:30

場　　所 MIHO　MUSEUM

費　　用 無料(入館料要)

分　　野

文学・歴史

期 日 等 8月18日(日)、10月12日(土) 13:30～16:00（所要時間 2時間程度）

子 場　　所 MIHO MUSEUM　美術館棟

費　　用 材料費：500円　※参加する子どもと引率者2名まで入館料無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 9月15日(日)、11月24日(日) 13:30～（所要時間 2時間程度）

子 場　　所 MIHO MUSEUM　美術館棟

費　　用 材料費：500円　※参加する子どもと引率者2名まで入館料無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月18日、9月15日、10月12日、11月24日 10:30～12:00 (所要時間 20～30分)

子 場　　所 MIHO　MUSEUM　美術館棟　南館ショップ前

費　　用 200円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 10月27日(日) 10:15～15:30

子 場　　所 鹿深夢の森

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎月第2土曜日 14:00～

子 場　　所 甲賀市甲賀図書情報館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4月曜日 11:00～

子 場　　所 甲賀市甲賀図書情報館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4土曜日 11:00～

子 場　　所 甲賀市甲賀図書情報館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

MIHO　MUSEUM

鹿深夢の森

甲賀市甲賀図書情報館

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.263 紙ふうせんおはなし会

対　　象 子ども向け

No.262 乳幼児向けおはなし会

対　　象

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

乳幼児とその保護者

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.261 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

全国植樹祭で使用するプランター作り 等。

第72回全国植樹祭大会ポスター原画募集中
※9/10必着。詳しくはQRコードをチェック!

申込方法 電話、メール

問合せ先 滋賀県森林政策課 TEL:077-528-3918 ﾒｰﾙ:dj00@pref.shiga.lg.jp

No.260 令和元年度 緑の少年団グリーンジャンボリー

対　　象 小学生親子

申込期間 先着順

内　　容

古代フレスコ画を、和紙を使ったちぎり絵という形で表
現します。事前申し込みの必要がなく当館南館ショップ
前で順次受け付けます。

申込方法 当日会場

問合せ先 MIHO　MUSEUM TEL:0748-82-3411

No.259
みんなのアトリエ　和紙を使って古代フレスコ
画を描こう

対　　象 小学生から大人の方まで

申込期間 申込不要

内　　容

・ワークショップに関連した美術品を鑑賞する ・美術品
にまつわる歴史や物語を聞き、制作につなげる ・制作場
所に移動して、自分たちで制作する ・完成した作品を、
お互いにお披露目する

申込方法 FAX、メール

問合せ先 MIHO　MUSEUM TEL:0748-82-3411

No.258
子どものアトリエ　ローマのモザイク画を作ろ
う

対　　象 小学生（保護者と離れて制作できる方）

申込期間 定員になり次第受付終了

内　　容

・ワークショップに関連した美術品を鑑賞する ・美術品
にまつわる歴史や物語を聞き、制作につなげる ・制作場
所に移動して、自分たちで制作する ・完成した作品を、
お互いにお披露目する

申込方法 FAX、メール

問合せ先 MIHO　MUSEUM TEL:0748-82-3411

No.257
子どものアトリエ　古代アッシリアのレリーフ
を作ろう

対　　象 小学生（保護者と離れて制作できる方）

申込期間 定員になり次第受付終了

内　　容

当館所蔵の美術品にまつわる神話や伝説などを再構成し
たオリジナルの物語。
音や映像を織り交ぜてボランティアスタッフがお話しし
ます。

申込方法 当日会場

問合せ先 MIHO　MUSEUM TEL:0748-82-3411

No.256 ストーリーテリング　「央掘魔羅経」

対　　象 小さいお子様から大人の方まで

申込期間 申込不要
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甲賀市

８．甲賀市で開催される講座・教室

期 日 等 基本第4日曜日 14:00～

場　　所 甲賀市甲賀図書情報館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第2土曜日 11:00～

子 場　　所 甲賀市甲南図書交流館

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

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第4土曜日 11:00～

子 場　　所 甲賀市甲南図書交流館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3日曜日 14:00～

場　　所 甲賀市甲南図書交流館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第1金曜日 11:00～

子 場　　所 甲賀市信楽図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日 15:00～

子 場　　所 甲賀市信楽図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4土曜日 15:00～

子 場　　所 甲賀市信楽図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

甲賀市甲南図書交流館

No.264 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。

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.271 定例おはなし会

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

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.270 となりにおいで

対　　象 子ども向け

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

問合せ先 甲賀市信楽図書館 TEL:0748-82-0320

No.269 おひざでだっこ（乳幼児おはなし会）

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

映画の上映会です。

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

No.268 ふるる日曜名画座

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 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.267 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.266 ふるるえいがかい

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

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

No.265 おはなしタイム(乳幼児向けおはなし会）

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

申込期間 申込不要
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期 日 等 毎月第1土曜日 14:00～

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3土曜日 11:00～

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 ①10:30～、②11:00～

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土曜日 14:00～

子 場　　所 甲賀市土山図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4木曜日 10:30～

子 場　　所 甲賀市土山図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 6月18日(火)～9月6日(金) 9:30～17:00（入館は16:30まで）

場　　所 滋賀県立陶芸の森

費　　用 一般：500円　高大生：380円　中学生以下：無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2019年5月12日～2020年3月22日 指定の土日 10:30-16:00

場　　所 滋賀県立陶芸の森　創作室

費　　用 各回によって異なる

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 7月20日～3月14日 10:00～15:00

子 場　　所 神山清子先生窯場・陶芸の森（信楽産業展示館　創作室）

費　　用 幼児～大学生1,200・大人1,800

分　　野

芸術・伝統

滋賀県立陶芸の森

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.276

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

乳幼児おはなし広場

対　　象 0～2歳児向け

申込期間 申込不要

内　　容

甲賀市土山図書館 TEL:0748-66-1056

No.275 おはなし会

申込不要

内　　容

内　　容

2019夏～2020春  信楽の女流陶芸家神山清子先生の工房
を訪ね、信楽の伝統的な薪を使う穴窯を見学します。ま
た、先生が得意とするアイディア満載の技を使って楽し
みながら器づくりをします。

申込方法 電話、FAX、メール、その他、インターネット

問合せ先 滋賀県立陶芸の森 TEL:0748-83-0909

No.279 親子向け制作体験　特別講座

対　　象 幼児～大学生と保護者

申込期間 2019年5月1日～2020年2月28日

内　　容

信楽酒器や信楽大壺、穴窯焼成講座など日程によって内
容や難易度が異なります。詳しくはHPを参照

申込方法 電話、FAX、郵送、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.278 しがらき学ノススメ！

対　　象 どなたでも

申込期間 それぞれ講座の開催日から3週間前

内　　容

陶芸の森では海外での制作経験と、交流の機会を求める
アーティストを支援しています。その中で、アーティス
ト達にもたらした成果を作品と言葉、映像を介して紹
介。 現代のやきもののこれからの展望を模索します。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立陶芸の森 TEL:0748-83-0909

No.277
「交流と実験」
-新時代の<やきもの>をめざして-

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

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.273 もものみおはなしかい

対　　象 子どもとその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読みきかせ・手遊び ほか

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

甲賀市土山図書館

乳幼児おはなし広場

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市水口図書館 TEL:0748-63-7400

No.274

問合せ先 甲賀市水口図書館 TEL:0748-63-7400

No.272 おはなしどんどん

対　　象 子どもとその保護者

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

甲賀市水口図書館
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９．野洲市で開催される講座・教室

期 日 等 7月20日(土)、7月21日(日) 9:30～12:30

子 場　　所 7月20日 湖岸緑地 中主吉川公園、7月21日　湖岸緑地 姉川河口公園

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 8月24日(土) 9:00～12:00

子 場　　所 家棟川ビオトープ

費　　用 300円(3歳以上)(保険代、資料代等)

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月4日(水) 9:00～15:00

場　　所 滋賀重農機整備センター

費　　用 研修経費は自己負担

分　　野

技術・産業

期 日 等 指定の火曜日 17:30～18:30

子 場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 各期による(開催回数×600円)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 コースにより指定の火曜、木曜19:00～20:00、金曜10:00～11:00

場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 各期による(開催回数×600円)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 コースにより指定の水曜日14:00～15:15、金曜日14:30～15:45

場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 各期による(開催回数×550円)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の火曜日 10:00～11:30

場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 各期による(開催回数×550円)

分　　野

くらし・健康

No.280 昆虫観察会

対　　象 4歳以上(小学校3年生以下は保護者同伴)

申込期間 7月1日～申込受付開始　定員50名(先着順)

内　　容

家棟川で船に乗って家棟川周辺の自然や魚の観察、ビオ
トープ内の池で魚類や貝類、昆虫の採取と観察、最後に
食べられる野草や琵琶湖で捕れた魚を天ぷらにして試食
をします。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 滋賀県土木交通部流域政策局　河川・港湾室河川環境係 TEL:077-528-4154

No.281 家棟川ビオトープ　魚の観察会

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 8月18日(日)まで

内　　容

採集網の使い方、昆虫のすみかについてや見つけ方
等々、色々な話を聞きながら、昆虫をつかまえよう。つ
かまえた昆虫をじっくり観察して、うちわにスケッチし
ます。完成したうちわは、記念にお持ち帰り頂きます。

申込方法 電話、FAX、インターネット

問合せ先 都市公園湖岸緑地 管理事務所 TEL:077-584-5330

No.283 ジュニアダンススクール

対　　象 小学3年生～6年生

申込期間 電話にて募集状況を確認後、お申し込みください。

内　　容

トラクタおよびコンバインの点検整備と簡単な修理技能
の習得

申込方法 インターネット

問合せ先 滋賀県立農業大学校 TEL:0748-46-2551

No.282 農業機械基本研修(点検編)

対　　象 県内農業者

申込期間 10月4日～11月5日

内　　容

初心者・経験者を問わず、エアロビクスを通じて仲間づ
くりや技術の習得を目指し、健康の保持・増進を図りま
す。

申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて窓口まで

問合せ先 野洲市総合体育館 TEL:077-587-3477

No.284 エアロビスクール

対　　象 一般

申込期間 電話にて募集状況を確認後、お申し込みください。

内　　容

小学3～6年生を対象とし、エアロビクスダンスを中心に
体力・リズム感などの身体能力だけでなく、学んでいく
ことの楽しさや理解能力・協調性を養うことを目指しま
す。

申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて窓口まで

問合せ先 野洲市総合体育館 TEL:077-587-3477

No.286 健康体操スクール

対　　象 一般

申込期間 電話にて募集状況を確認後、お申し込みください。

内　　容

呼吸法と動作の相乗効果で身体の動きを活性化させ、新
進ともに健康的に毎日過ごせる一要因となる機会を提供
し、生活習慣の向上と健康の保持増進を図ります。

申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて窓口まで

問合せ先 野洲市総合体育館 TEL:077-587-3477

No.285 ヨガスクール

対　　象 一般

申込期間 電話にて募集状況を確認後、お申し込みください。

内　　容

腰痛・膝痛・肩こりや運動不足を解消したい方を対象
に、自彊術を通して健康の保持増進、仲間づくりを図り
ます。

申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて窓口まで

問合せ先 野洲市総合体育館 TEL:077-587-3477

湖岸緑地

家棟川ビオトープ

滋賀重農機整備センター

野洲市総合体育館
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９．野洲市で開催される講座・教室

期 日 等 指定の水曜日 10:00～11:30

場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 各期による(開催回数×600円)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の木曜日 10:00～11:00

場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 各期による(開催回数×600円)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の木曜日 19:30～20:30

場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 各期による(開催回数×600円)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 ①9月6日(金)、②9月26日(木)、③10月29日(火)、④11月14日(木) 10:00～16:00

場　　所 林業普及センターおよび周辺森林ほか

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 7月27日(土)、8月10日(土)、17日(土) 10:00～11:00、14:00～15:00 ※各日2回開催

子 場　　所 近江富士花緑公園　森林（もり）のわくわく学習館

費　　用 600円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 7月7日～11月17日 毎月第1・3日曜日 10:00～、13:00～、14:30～ ※各日3回開催

子 場　　所 近江富士花緑公園　森林（もり）のわくわく学習館前

費　　用 2,000円(保険代含む)

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎週土曜日14:00～16:00

場　　所 湖南ネットITスクール（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 10月5日、12日、19日、26日 10:00～17:00(認定試験11月9日)

場　　所 湖南ネットITスクール(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

内　　容

呼吸と動作をあわせてゆっくりとしたリズムの太極拳
は、老若男女を問わず行うことができるため、幅広い年
齢層にわたり健康・体力の増進を図ります。

申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて窓口まで

問合せ先 野洲市総合体育館 TEL:077-587-3477

No.287 太極拳教室

対　　象 一般

申込期間 電話にて募集状況を確認後、お申し込みください。

No.289 メンズフィットネス男塾

対　　象 一般男性

申込期間 電話にて募集状況を確認後、お申し込みください。

内　　容

減量や体力づくりに取り組みたい女性を対象に、エアロ
ビクスを行う回とヨガを行う回を交互に実施し、健康の
保持増進、仲間づくりを図ります。

申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて窓口まで

問合せ先 野洲市総合体育館 TEL:077-587-3477

No.288 レディースフィットネススクール

対　　象 一般女性

申込期間 電話にて募集状況を確認後、お申し込みください。

内　　容

①竹林整備～薮竹林を伐る!竹林整備の実践～　②里山整
備・薪利用～森林を科学する!薪ｽﾄｰﾌﾞﾕｰｻﾞｰ必聴講座～
③安全な伐採方法、準備から伐採後の処理まで～　④林
業機械～ﾁｪｰﾝｿｰの安全な使い方について学ぶ～

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 滋賀県森林政策課　林業普及センター TEL:077-587-2655

No.290 林業普及センター「森づくり県民講座」

対　　象 18歳以上 ③ﾁｪｰﾝｿｰ講座受講済もしくは使える方 ③④ﾁｪｰﾝｿｰ、工具を持参できる方

申込期間 ①～8月22日 ②～9月11日 ③～10月10日 ④～10月31日

内　　容

男性を対象とし、減量や運動不足解消を目的としたエク
ササイズを行い、健康の保持増進を図ります。

申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて窓口まで

問合せ先 野洲市総合体育館 TEL:077-587-3477

No.292 ツリーイング　木のぼり体験

対　　象 小学生以上(小学生は保護者同伴)

申込期間 先着順

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

内　　容

ヒノキの間伐材でのカスタネット作り

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

No.291 どうぶつのカスタネット作り

対　　象 どなたでも

申込期間 先着順

No.294 第2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 8月1日～9月30日まで

問合せ先 湖南ネットITスクール TEL:077-587-2501

No.293 野洲ぱそこん塾

対　　象 どなたでも

申込期間 随時

内　　容

インストラクター指導のもと、ロープと安全ベルトで木
のぼりを楽しむアクティビティです。ツリーイングを楽
しんでみませんか？

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

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。 シニア情報生活アドバイ
ザーの認定試験を受けることができます。

申込方法 電話

問合せ先 湖南ネットITスクール TEL:077-587-2501

林業普及センター

近江富士花緑公園

湖南ネットITスクール
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野洲市

９．野洲市で開催される講座・教室

期 日 等 10月25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 7月20日(土)～9月1日(日) 9:00～17:00(入館は16:30まで)

子 場　　所 銅鐸博物館（野洲市歴史民俗博物館)

費　　用 無料(別途要入館料)

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1土曜日 10:30～

子 場　　所 野洲図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第2木曜日 11:00～

子 場　　所 野洲図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3日曜日 10:10～(0～2歳)、10:40～(3～5歳)、11:10～(小学生)

子 場　　所 野洲図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1、2、4、5日曜日 10:30～

子 場　　所 野洲図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4木曜日 11:00～

子 場　　所 野洲図書館中主分館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

滋賀県総合教育センター

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。 天体観望：土星、
すばる プラネタリウム：秋の大四辺形、くじら座

申込方法 「往復はがき」に必要事項を記入のうえ郵送。詳しくはHPを参照。

問合せ先 滋賀県総合教育センター TEL:077-588-2311

銅鐸博物館（野洲市歴史民俗博物館)

No.295 秋の天体観望会

対　　象 滋賀県民の方どなたでも

申込期間 9月11日必着

No.297 にこにこのじかん

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

毎年恒例となった夏休み限定の人気イベント。今年は展
示室を見学しながら、博物館内でまちがい探しやクイズ
に挑戦！全問正解すれば、プレゼントがもらえます！

申込方法 当日会場

問合せ先 銅鐸博物館(野洲市歴史民俗博物館) TEL:077-587-4410

No.296
夏休みイベント「どうたく博物館クイズラ
リー」

対　　象 ドウタクくんコース(幼児以上対象)、どうたくはかせコース(小学生以上対象)

申込期間 申込不要

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.298 ちっちゃなおはなしの森

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

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.300 おはなしの森

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし・絵本の読み聞かせ

申込方法 当日会場

問合せ先 野洲図書館 TEL:077-586-0218

No.299 えほんとおはなしの時間　ずくぼんじょ

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

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:077-589-3382

No.301 ちっちゃなおはなしの森ｉｎ中主

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

野洲図書館

野洲図書館中主分館
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湖南市

１０．湖南市で開催される講座・教室

期 日 等 7月29日(月)、7月30日(火) 10:00～12:00

子 場　　所 湖南市市民学習交流センター

費　　用 2,000円（2回分)

分　　野

技術・産業

期 日 等 9月26日(木)、9月27日(金) 10:00～12:00

場　　所 湖南市市民学習交流センター

費　　用 500円(2回分)

分　　野

技術・産業

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 毎月第1金曜日 11:00～

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3土曜日 14:00～(幼児向け)、14:30～(小学生向け)

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金曜日 11:00～

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 第2日曜日 11:00～

子 場　　所 湖南市立石部図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

湖南市市民学習交流センター

内　　容

問合せ先

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.306
ちっちゃなかぜおはなし会（幼児から小学生向
け）

対　　象 幼児と小学生、その保護者

申込期間 申込不要 グループ「ちっちゃなかぜ」による、幼児向けと小学生
向けのおはなし会

内　　容

図書館員による、絵本の読み聞かせや手遊びなどの時間

申込方法 当日会場

グループ「ピッコロロ」による、絵本の読み聞かせなど
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.308 きじっこおはなし会

対　　象 幼児から小学生向け

申込期間 申込不要

内　　容

湖南市立甲西図書館 TEL:0748-72-5550

No.307 おはなしの森

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

グループ「ちっちゃなかぜ」による、おひざにだっこの
おはなし会。 絵本の読み聞かせや手遊びなど

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.305
ちっちゃなかぜおはなし会（乳幼児と保護者向
け）

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

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.304 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

お持ちのスマートフォンを有効活用して健康で豊かな生
活への第一歩！

申込方法 電話

問合せ先 湖南市市民学習交流センター TEL:0748-75-8190

No.303 スマホ活用講座

対　　象 どなたでも(定員14名)

申込期間 9月2日(月)～9月20日(金)

内　　容

レゴブロックで作ったロボット（マインドストーム）を
使い、パソコンから簡単なプログラミングでロボットを
自由自在に動かして楽しみます。パソコン初心者でも、
マウス操作でプログラミングできます。

申込方法 電話

問合せ先 湖南市市民学習交流センター TEL:0748-75-8190

No.302 夏休みロボット教室

対　　象 小学生4・5・6年(定員10名)

申込期間 7月1日(月)～7月26日(金)

湖南市立甲西図書館

湖南市立石部図書館
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湖南市

１０．湖南市で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第3金曜日 11:00～

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 毎月第4土曜日 16:00～

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 4月7日～9月29日 指定の水曜日・日曜日 10:30～11:15

場　　所 滋賀県動物保護管理協会

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 4月7日～9月29日 指定の水曜日・日曜日 13:30～14:30

場　　所 滋賀県動物保護管理協会

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 4月2日～9月24日 指定の火曜日 午前 10:30～11:30、午後 13:30～14:30

場　　所 滋賀県動物保護管理協会

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

内　　容

基礎コース：ボディーコントロール、アイコンタクトを
学びます。 発展コース：オスワリ・フセ・オイデ・ハウ
ストレーニングなどを学びます。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県動物保護管理協会　TEL:0748-75-6522

No.313 2019年度前期　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 前週の金曜日まで受付

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

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県動物保護管理協会　TEL:0748-75-6522

No.312 2019年度前期　犬の正しい飼い方講習会

対　　象 犬の譲渡を希望している方に加え、現在飼養中の人も含む

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

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県動物保護管理協会　TEL:0748-75-6522

No.311 2019年度前期　猫の正しい飼い方講習会

対　　象 猫の譲渡を希望される方に加え、現在飼養中の人も含む

申込期間 申込不要

内　　容

図書館員による、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 湖南市立石部図書館 TEL:0748-77-6252

No.310 よっといでたいむ（幼児から小学生向け）

対　　象 幼児から小学生向け

申込期間 申込不要

内　　容

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.309 よっといでたいむ（乳幼児向け）

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

滋賀県動物保護管理協会
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高島市

１１．高島市で開催される講座・教室

期 日 等 7月21日(日)14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 高島市ガリバーホール

費　　用 一般1,000円、中学生以下800円(当日200円増)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月11日(日) 13:30開演(13:00開場)

子 場　　所 高島市ガリバーホール

費　　用 200円 ※未就学児入場無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 8月4日、11日、12日、18日、9月15日 10:00～、11:00～、13:00～、14:15～

子 場　　所 琵琶湖

費　　用 小中学生1,500円、大人2,000円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 毎月第3土曜日 10:30～11:30

子 場　　所 高島市立高島図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日 11:00～

子 場　　所 高島市立マキノ図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1日曜日 15:30～

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日曜日 14:30～

子 場　　所 高島市立安曇川図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

高島市ガリバーホール

No.315
高島少年少女合唱団&グリーンハーモニー 25周
年プラスワンコンサート

対　　象 どなたでも

申込期間 先着順

内　　容

是枝裕和監督による映画「万引き家族」の上映会です。
第42回日本アカデミー賞最優秀作品賞受賞。第71回カン
ヌ国際映画祭コンペティション部門パルムドール受賞。

申込方法 窓口

問合せ先 高島市ガリバーホール TEL:0740-36-0219 

No.314 映画上映会「万引き家族」

対　　象 どなたでも

申込期間 先着順

内　　容

日本一広い琵琶湖でカヌー体験ができます。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県立びわ湖こどもの国 TEL:0740-34-1392

No.316 カヌー体験教室

対　　象 小学生以上

申込期間 先着順

内　　容

地域で歌い続けて26年。さまざまな出会いと別れ、喜び
や感動の気持ちをこのコンサートでお届けします。

申込方法 窓口

問合せ先 高島市ガリバーホール TEL:0740-36-0219 

琵琶湖

No.318 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

読み聞かせ・ブックトーク・ペープサート・パネルシア
ター・手遊び・童謡等

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.317 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしサークル「すぃ～とぽてと」による、読み聞か
せ・ブックトーク・紙芝居・人形劇・おはなし・絵本読
み語り

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.319 おはなし会（すぃ～とぽてと）

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「しゃぼん玉ふわふわ」
による読み聞かせなど

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

高島市立安曇川図書館

内　　容

おはなしサークル　「くれよん」による読み聞かせ・
ブックトーク・素話・紙芝居・ペープサート・パネルシ
アター

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.320 おはなし会（くれよん）

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

高島市立高島図書館

高島市立マキノ図書館
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高島市

１１．高島市で開催される講座・教室

期 日 等 月1回土曜日 11:00～

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2日曜日 15:30～

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 毎月第4火曜日 10:30～

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 毎月第2金曜日 14:00～

場　　所 高島市立今津図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第2木曜日 10:30～

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 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 日程や工作物により異なります。

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 通年 9:00～受付開始

場　　所 滋賀県立びわ湖こどもの国

費　　用 大人：1,000円　高校生：620円　小中生：400円

分　　野

くらし・健康

No.321 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

高島市立朽木図書サロン

申込不要

内　　容

いまづおはなしサークルによる読み聞かせ

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.322 おはなし会

対　　象 子ども向け

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読み聞かせ
など

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

高島市立今津図書館

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

滋賀県立びわ湖こどもの国

No.325 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

大人の人を対象に音訳や朗読をします。

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

申込期間 申込不要

高島市立新旭図書室

No.327 クライミング体験教室

対　　象 小学生から大人まで

申込期間 申込不要

内　　容

来園児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HPを参照

申込方法 電話、当日会場

問合せ先 滋賀県立びわ湖こどもの国 TEL:0740-34-1392

No.326 工作広場(おもちゃ作り)

対　　象 子ども向け

申込期間 団体利用は5日前までに必要書類提出

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。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立びわ湖こどもの国 TEL:0740-34-1392

No.324 金曜午後の朗読会

対　　象 どなたでも

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.323 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 乳幼児向け

申込期間
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高島市

１１．高島市で開催される講座・教室

期 日 等 7月21日(日) 10:30開始(10:15集合)

子 場　　所 滋賀県立びわ湖こどもの国

費　　用 100円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 8月7日(水)～8月8日(木)

子 場　　所 滋賀県立びわ湖こどもの国

費　　用 一人10,000円

分　　野

自然・環境

内　　容

自慢の水鉄砲、着替え、タオル等、濡れてもいい運動靴
はいてきてください。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県立びわ湖こどもの国 TEL:0740-34-1392

No.328 逃走中！～ウォーターガンバトル～

対　　象 小学生

申込期間 先着100名

内　　容

大学生のお兄さん、お姉さんと力を合わせて野外炊飯や
カヌー体験をします。

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県立びわ湖こどもの国 TEL:0740-34-1392

No.329 夏休み☆チャレンジ合宿

対　　象 小学4年生～6年生

申込期間 7月8日～
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東近江市

１２．東近江市で開催される講座・教室

期 日 等 7月18日(木)～8月26日(月) 9:00～17:00(入館は16:30まで)

子 場　　所 世界凧博物館東近江大凧会館

費　　用 一般 300円、小中学生150円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 7月24日(水)、8月23日(金)、9月14日(土)、10月29日(火)

場　　所 東近江市立八日市文化芸術会館

費　　用 市内在住・在勤・在学の方 5,000円、それ以外の方 7,000円

分　　野

その他

期 日 等 8月5日(月)～8月9日(金)(全5回)

場　　所 びわこ学院大学

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 9月25日(水) 10:00～15:00

場　　所 河辺いきものの森・ネイチャーセンター

費　　用 3,000円(昼食代、材料費、保険代込み)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 10月5日(土) 18:00～19:30

子 場　　所 河辺いきものの森・ネイチャーセンター

費　　用 一人700円 ※小学生未満無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 原則、毎月第2土曜日 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 毎月第4日曜日 13:30～

場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

滋賀県平和祈念館

びわこ学院大学

河辺いきものの森・ネイチャーセンター

内　　容

7/24藤原和博さん(教育改革実践家),8/23大石静さん(脚
本家),9/14 近藤ｻﾄさん(ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ),10/29ﾓｰﾘｰ・ﾛﾊﾞｰﾄｿﾝ
さん(国際ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)※1講座2,000円の聴講や市内在住,在
学の中学,高校生を対象とした無料招待もあります。

申込方法 申込用紙に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて窓口まで

問合せ先 東近江市教育委員会生涯学習課 TEL:0748-24-5672

No.331 第15回東近江市民大学

対　　象 小学生以下の受講はできません。

申込期間 先着順

内　　容

時代やお国柄によっておもちゃは違ってきますが、おも
ちゃは世界の子ども達の宝物です。世界の共通する遊び
のコマやけん玉、楽器、そしてお国柄を表すおもちゃな
どを展示します。

申込方法

内　　容

滋賀県平和祈念館では、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。観覧は無料となって
いますので、みなさまぜひご来館ください。 毎月の上映
作品はHPを参照

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

No.336 映画上映会（4月～9月）

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

戦争体験をお持ちの語り部世代の高齢化が進む中、次の
世代に≪つなぐ≫活動はもちろん、祈念館を様々な人々
に≪つなぐ≫活動も重要になることから、≪つなぎ人(び
と)≫の主たる学びの場となるように実施します。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

No.335
館長講座【平和塾・つなぎ人（びと）】（滋賀
県平和祈念館）

対　　象 一般

申込期間 随時受付

内　　容

滋賀の理科教材研究委員会のメンバーである井田三良先
生の星空観察会（冬編）です。四季によって変化する星
空。秋はどんな星達に出会えるかな？裸眼での観察の方
法や天体望遠鏡を使った星の観察ができます。

申込方法 電話

問合せ先 NPO法人　里山保全活動団体　遊林会 TEL:0748-20-5211

No.334 秋の星空観察会

対　　象 親子

申込期間 先着順(10組)

内　　容

滋賀県各地でご活躍中のポールウォーキング・インスト
ラクターの高野元男先生に教えていただきます。 爽やか
な秋の森で体を動かし、工作で感性を磨き、美味しい焼
き芋もいただきましょう。

申込方法 電話

問合せ先 NPO法人　里山保全活動団体　遊林会 TEL:0748-20-5211

No.333
秋の森でポールウォーキング＆大人のどんぐり
工作＋焼芋

対　　象 18歳以上の女性

申込期間 前日まで予約可能(先着15名まで)

内　　容

介護予防・日常生活支援総合事業へ移行後の訪問型サー
ビスにおいて資格を持たないサービス従事者として概ね
60歳以上の方が新たな担い手として従事出来るよう、必
要な知識・技能を身につける事を目的とします。

申込方法 申込後7/29(月)11時 びわこ学院大学にて面談会

問合せ先 公益社団法人　滋賀県シルバー人材センター連合会 TEL:077-525-4128

No.332 生活支援サービス従事者講習

対　　象 おおむね60歳以上の滋賀県内在住の方対象

申込期間 申込書に必要事項を記入し7月25日(木)までに郵送またはFAX

当日会場

問合せ先 世界凧博物館東近江大凧会館 TEL:0748-23-0081

東近江市立八日市文化芸術会館

No.330 ようこそ！世界のおもちゃ箱へ

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

世界凧博物館東近江大凧会館
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東近江市

１２．東近江市で開催される講座・教室

期 日 等 11月17日(日) 10:30～12:00

場　　所 滋賀県平和祈念館　ガイダンス室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 5月26日～8月22日(全9回) 時間は各回によって異なる

子 場　　所 滋賀平和祈念館

費　　用 無料 ※ただし保険料や施設入館料が必要な回があります

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第1土曜日 10:30～

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2、第4土曜日 10:30～

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 月1回指定の木曜日 11:00～

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～

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 毎月第1、第2土曜日 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 毎月第3金曜日 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

東近江市立愛東図書館

東近江市立永源寺図書館

No.340 おはなし会

対　　象 子ども向け

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.339 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 3歳児以下の親子

申込期間 申込不要

内　　容

本事業は、戦跡めぐりのフィールドワークや戦争の様子
を聞くなど、前期講座として夏休みを中心に計9回の講座
を行うものです。参加する講座を選択することができ、
親子での参加も可能です。

申込方法 電話、FAX、郵送、専用用紙、窓口

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

No.338
子ども向け体験型平和学習「平和の学校あか
り」（前期講座）

対　　象 児童生徒（小学校6年生～中学3年生）、保護者

申込期間 各開催日の1週間前まで

内　　容

内　　容

絵本の読み語り　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.344 ちっちゃいお話の森（0～2歳児向け）

対　　象 0～2歳児向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み語り　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.343 おはなしの森

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　ほか

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.342 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

東近江市立蒲生図書館

内　　容

絵本の読み聞かせなど

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.341 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし会や絵本の読み語り

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立愛東図書館 TEL:0749-46-2266

申込期間 申込不要

現在、50人余りの登録ボランティアが、戦時食体験活
動、演劇上演活動、手紙等解読活動、館内案内活動等を
行っています。 戦争の悲惨さや平和の尊さを伝える活動
に関心のある方のご応募をお待ちしています。

申込方法 電話、FAX、郵送、窓口、メール

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

No.337 滋賀県平和祈念館ボランティア登録講座

対　　象 一般

申込期間 開催日の前日まで
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東近江市

１２．東近江市で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第4土曜日 10:30～

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1水曜日 11:00～

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2土曜日 15:30～

子 場　　所 東近江市立湖東図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第3、第4土曜日 14:30～

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 第1、第3土曜日 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 毎月第3木曜日 10:30～

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

期 日 等 月1回金曜日 10:30～

子 場　　所 東近江市立能登川図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

内　　容

絵本の読み語り ほか

申込方法

内　　容

3歳児以下の子ども向けおはなし会

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.352 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 3歳児以下の子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

子ども向け映画会です。

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

東近江市立能登川図書館

No.351 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・手遊び　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

No.350 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

問合せ先 東近江市立五個荘図書館 TEL:0748-48-2030

No.349 おはなし会

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 東近江市立湖東図書館 TEL:0749-45-2300

No.347 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

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

東近江市立五個荘図書館

No.346 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 乳幼児とその保護者

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

東近江市立湖東図書館 TEL:0749-45-2300

No.348 おはなし会

申込方法 当日会場

当日会場

問合せ先

内　　容

ボランティアグループによる絵本の読み語り　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 もこもこおはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

乳幼児向けおはなし会

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

東近江市立湖東図書館
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東近江市

１２．東近江市で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第4日曜日 14:00～

子 場　　所 東近江市立能登川図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎週土曜日 14:30～

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 毎月第1水曜日、第4土曜日 11:00～

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 毎月第4土曜日 14:30～

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 毎週土曜日（第4土曜日をのぞく） 14:30～

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 8月18日(日) 14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 東近江市立八日市文化芸術会館

費　　用 大人2,000円、小学生以下1,000円 ※3歳未満の膝上鑑賞無料

分　　野

芸術・伝統

内　　容

ゾロリって誰なんだ！それはいたずらの天才！子分のイ
シシとノシシを引き連れて今日もいたずらの修行の旅に
出かける。いたずらぼうけんミュージカル「かいけつゾ
ロリ」　うたっておどっておおあばれ！！

申込方法 チケットセンター、窓口、電話

問合せ先 東近江市立八日市文化芸術会館 TEL:0748-23-6862

No.358
いたずらぼうけんミュージカル　かいけつゾロ
リ -まほうつかいのでし-

対　　象 どなたでも

申込期間 先着順

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

東近江市立八日市文化芸術会館

No.357 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 ※9～12月
は中止

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.356 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

赤ちゃんと家族のためのおはなし会 ※9～12月は中止

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.355 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 3歳児以下の親子

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

東近江市立八日市図書館

No.354 おはなしタイム

対　　象 3歳児以上の子供向け

申込期間 申込不要

内　　容

子ども向け映画上映会

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.353 ライブラリーシアター

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要
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米原市

１３．米原市で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第1、第3日曜日 14:00～

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～

子 場　　所 米原市立近江図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 コースにより異なります

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 7月23～8月27日(全9回) 10:30～14:00

子 場　　所 滋賀県醒井養鱒場

費　　用 子供2,400円(昼食代)、保護者2,100円(昼食代、入場料)

分　　野

自然・環境

期 日 等 7月20日(土) 【1回目】11:00開演(10:30開場) 【2回目】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 2,500円　※1歳以上有料。1歳未満でもお席が必要な場合は有料(全席指定)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 7月28日(日) 14:30開演（14:00開場）

場　　所 滋賀県立文化産業交流会館　小劇場

費　　用 一般2,000円、25歳未満1,000円　※当日各500円増（残席ある場合のみ販売）

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 9月14日(土) 18:00開演(17:30開場)

子 場　　所 滋賀県立文化産業交流会館　小劇場

費　　用 一般3,000円、25歳未満1,500円 ※当日各500円増(残席のある場合のみ販売)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2019年10月～2021年9月(在学2年間) 10:00～15:00

場　　所 草津校:長寿社会福祉センター内、米原校:文化産業交流会館内

費　　用 授業料 50,000円(年額)

分　　野

政治・社会

内　　容

絵本の読み聞かせ、工作　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

No.359 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

No.361
令和元年度テクノカレッジ米原・草津「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 セミナー開催初日の前月同日(土・日・祝日である場合はその翌日)

内　　容

絵本の読み聞かせ　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.360 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

魚についてのビデオ・お話、マス釣り体験、昼食（刺
身・塩焼き・フライ・ご飯・汁物）、お魚ふれあいタッ
チング、エサやり体験

申込方法 電話

問合せ先 滋賀県醒井養鱒場 TEL:0749-54-0301

No.362 夏休み親子さかな教室

対　　象 小中学生と保護者

申込期間 8月24日まで

内　　容

テクノカレッジでは、働くみなさんを対象として「技能
向上セミナー」を実施しており、多くの方の受講をいた
だいています。・機械系 ・溶接系 ・電気・電子系 ・制
御系 ・塗装系。詳細はHPを参照

申込方法 インターネット(滋賀ネット受付)、FAX、郵送、窓口

問合せ先 テクノカレッジ米原校 TEL:0749-52-5300 / 草津校 077-564-3297

No.364
Salon de Musique　－音楽とトークとスイーツ
と－

対　　象 未就学児同伴の場合は、親子室をご利用ください。

申込期間 発売中

内　　容

NHK BSプレミアムで放送中の「おとうさんといっしょ」
が滋賀にやってきます！ 番組でおなじみの「レオてつコ
ンサート」特別編をお楽しみください。  【出演】
シュッシュ、ポッポ、たいせい、ゆめ、パンタン駅長

申込方法 窓口、インターネット

問合せ先 滋賀県立文化産業交流会館 TEL:0749-52-5111

No.363 「おとうさんといっしょ」レオてつコンサート

対　　象 小学生以下は保護者同伴のこと

申込期間 発売中

内　　容

関西で活動する英国式バンド「大阪コンサートブラス」
のテンピース編成によるコンサート。中学・高校生の吹
奏楽部や一般の方を対象にした講習会や合同演奏も行い
ます。

申込方法 窓口、インターネット、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.365
大阪コンサートブラス The 10 Piece～英国式金
管アンサンブルの響き～

対　　象 小学生以上

申込期間 発売中

内　　容

ちょっとオシャレに、フランス音楽とトークのコンサー
ト。 休憩時にはロビーでフランス菓子とドリンクをお楽
しみください。午後のひとときをパリのカフェ気分で
…。

申込方法 窓口、インターネット、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

60歳以上のシニアが集う大学。園芸・陶芸・びわこ環
境・地域文化・北近江文化・健康づくりの6学科がありま
す。2019年10月(入学)～2021年9月(卒業)。今秋10月入学
の第42期生を募集中。

申込方法 郵送、窓口

問合せ先 レイカディア大学　草津校 TEL:077-567-3901

No.366 滋賀県レイカディア大学　第42期学生募集

対　　象 県内に居住し、2019年10月1日現在において60歳以上の方、他

申込期間 ～2019年8月5日(月)

米原市立山東図書館

米原市立近江図書館

テクノカレッジ米原

滋賀県醒井養鱒場

滋賀県立文化産業交流会館

滋賀県レイカディア大学
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日野町

１４．日野町で開催される講座・教室

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

くらし・健康

期 日 等 8月20日(火) 9:00～12:00、13:30～16:30

子 場　　所 滋賀県畜産技術振興センター

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 毎月第3土曜日 11:15～

子 場　　所 日野町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎週土曜日 10:30～

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日曜日 14:00～

場　　所 日野町立図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

滋賀県畜産技術振興センター

日野町立図書館

内　　容

映画の上映会です。

申込方法 当日会場

問合せ先 日野町立図書館 TEL:0748-53-1644

No.371 えいが会

対　　象 どなたでも

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.370 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

赤ちゃん絵本や手遊び、わらべうたなど

申込方法 当日会場

問合せ先 日野町立図書館 TEL:0748-53-1644

No.369 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 0歳から2歳までの子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

今回は畜産への理解と親しみを深めていただくためにバ
ターづくり教室を開催します。また、ホルスタインを飼
育している牛舎の見学や子牛とのふれあいも予定してい
ます。

申込方法 希望回、氏名、住所、電話、学年を明記し、メール、FAX、はがきで申し込み

問合せ先 滋賀県畜産技術振興センター TEL:0748-52-1221

No.368 一日ふれあい牧場(親子バターづくり教室)

対　　象 県内在住、または通学の小学生とその保護者(小学生のみは不可)

申込期間 7月19日(金)～8月2日(金)

内　　容

畜産技術振興センターでは、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 当日現地

問合せ先 滋賀県畜産技術振興センター TEL:0748-52-1221

No.367 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
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竜王町

１５．竜王町で開催される講座・教室

期 日 等 2019年4月～2020年3月の指定の日曜日(4回×6期) 13:30～15:30

場　　所 妹背の里

費　　用 5,600円(4回分。竹材料2本、デザインカッター、サンドペーパー、保険料含む)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 7月20日、27日、8月10日～14日、17日、31日

子 場　　所 妹背の里

費　　用 1匹200円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 7月27日(土) 10:00～12:00

子 場　　所 妹背の里

費　　用 200円

分　　野

自然・環境

期 日 等 8/24、9/28、10/26、11/23 10:00～13:00(9:30～受付)

子 場　　所 妹背の里

費　　用 1,100円　※1～3歳は500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月27日(日) 10:00～15:30

子 場　　所 妹背の里

費　　用 中学生以上2,000円、小学生1,500円、3歳以上1,000円、3歳未満無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 10月19日(土)、3月14日(土) 9:30～12:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園　青年の城

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 10月26日(土)～10月27日(日) 9:30～翌15:00〈1泊2日〉

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園　青年の城

費　　用 3歳以上：3,500円、小・中学生以上：4,000円、高校生以上：4,500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 10月12日(土)～10月13日(日) 10:00～翌15:00〈1泊2日〉

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園　野外活動センター

費　　用 8,000円

分　　野

自然・環境

内　　容

内　　容

妹背の里の小さな小川でアユのつかみどりに挑戦しよ
う!!

申込方法 当日現地

問合せ先 妹背の里 TEL:0748-57-1819

No.373 アユのつかみどり

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

問合せ先 妹背の里 TEL:0748-57-1819

No.372 大人の竹細工教室

対　　象 中学1年生以上の方

申込期間 随時 8:30～17:00

申込方法

No.375 アウトドアクッキング

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 開催日の前日正午まで

内　　容

夏休みの自由研究をお助けします！自然溢れる妹背の里
で木の葉について調べてみよう！木の葉で簡単工作を作
ろう！

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 妹背の里 TEL:0748-57-1819

No.374 夏休み宿題講座～木の葉調べ～

対　　象 3歳～中学生

申込期間 7月26日まで先着順

内　　容

野外でカボチャを使用した料理に挑戦しよう。みんなで
ハロウィンパーティ始めるよ!!

申込方法 郵便番号、住所、全員の氏名、電話、年齢、性別を明記のうえメール、またはFAX

問合せ先 妹背の里 TEL:0748-57-1819

No.376 親子deハロウィンキャンプ

対　　象 子どもを含む家族や小グループ(保護者同伴でご参加ください)

申込期間 9月1日(日) 9:00～先着順

内　　容

石窯を使っての本格ピザづくりにチャレンジ！ダッチ
オーブンでコンソメスープにデザートは焼きバナナを予
定しております。できたて、ほかほかとろーり！

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 妹背の里 TEL:0748-57-1819

No.378 希望が丘まるごとファミリーフェスタ

対　　象 県内在住で子どもを含む家族やグループ

申込期間 2019年9月7日～先着順

内　　容

季節に応じたテーマを設定し、公園内を散策しながら自
然観察を行います。専門家の解説を交えながら、自然を
五感で感じ、自然や生態系への興味・関心を高める場を
提供します。

申込方法 電話、FAX、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　青年の城 TEL:077-586-2111

No.377 希望が丘自然観察会

対　　象 小学生以上（小学生は保護者同伴）

申込期間 随時　※各回定員になり次第締切

内　　容

初めてキャンプをする小学校低学年（1年生～3年生）の
児童を対象に、野外活動や共同生活を通して、自主性や
協調性を身に付ける場を提供します。

申込方法 郵送(往復はがきに住所・氏名・電話・学年・学校名・性別を明記)

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園　野外活動センター TEL:077-586-1100

No.379 希望が丘ちびっこキャンプ

対　　象 県内在住の小学1～3年生

申込期間 8月30日～9月11日

内　　容

広大で多彩な機能を持つ希望が丘を家族でまるごと体験
できるプログラムにより、より公園を身近に感じるとと
もに、公園の魅力を楽しみながら満喫していただきま
す。

申込方法 FAX、メール

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園　青年の城 TEL:077-586-2111

「竹細工」に精通した先生を招き、絵柄の題材は【竹・
桔梗】等を用いて、4回の講座内で2種類の竹灯籠を作り
ます。

電話、FAX、メール

妹背の里

滋賀県希望が丘文化公園
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竜王町

１５．竜王町で開催される講座・教室

期 日 等 11月3日(日) 9:30～16:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園　野外活動センター

費　　用 3歳以上：800円　中学生以上：1,200円

分　　野

自然・環境

期 日 等 4月～9月まで毎月指定の火曜日 10:00～11:30

場　　所 竜王町総合運動公園　ドラゴンふれあいセンター

費　　用 5,000円(全6回)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第1、第3木曜日 11:00～

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～

子 場　　所 竜王町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

No.381 筆文字教室

対　　象 一般の方

申込期間 ～9月10日まで

内　　容

家族を対象に秋を感じる日帰りのプログラムを提供し、
自然探究や野外活動への興味・関心を高め、デイキャン
プの魅力を提供します。

申込方法 FAX、メール(参加者全員の住所・氏名・電話・年齢・性別を明記)

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園　野外活動センター TEL:077-586-1100

No.380 希望が丘秋のプチキャンプ

対　　象 幼児～一般（子どもを含む家族やグループ）

申込期間 2019年9月14日～先着順

内　　容

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.382 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

申込期間 申込不要

内　　容

筆ペンを使って温かみのある文字を描きます。 季節に合
わせて教室を開催していただけます。

申込方法 電話

問合せ先 ドラゴンふれあいセンター TEL:0748-58-3115

内　　容

絵本の読み聞かせ

申込方法 当日会場

問合せ先 竜王町立図書館 TEL:0748-57-8080

No.383 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

竜王町総合運動公園

竜王町立図書館
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愛荘町

１６．愛荘町で開催される講座・教室

期 日 等 9月21日(土)～9月23日(月祝) 9:00～17:00

場　　所 <主会場>愛荘町立愛知川びんてまりの館

費　　用 26,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 7月28日(日) 13:30開演（13:00開場）

場　　所 ハーティーセンター秦荘　大ホール 

費　　用 一般：1,500円　18歳以下：1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 7月27日(土)～8月4日(日) 10:00～16:00(月曜休館)

場　　所 ハーティーセンター秦荘　中ホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第2日曜日 11:00～(8月、2月はお休み、例外あり)

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 14:00～(例外あり)

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1土曜日 10:30～

子 場　　所 愛荘町立秦荘図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3火曜日 10:30～

子 場　　所 愛荘町立秦荘図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日 10:30～

子 場　　所 愛荘町立秦荘図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

愛荘町立愛知川びんてまりの館

ハーティーセンター秦荘

愛荘町立愛知川図書館

愛荘町立秦荘図書館

No.388 おはなし会

対　　象 3歳ぐらいから小学生までの子どもとその家族

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。

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

問合せ先 愛荘町立秦荘図書館 TEL:0749-37-4345

No.389 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 2歳くらいまでのお子さんとご家族

申込期間 申込不要

No.391 くまさんといっしょのえほんのじかん

対　　象 3歳くらいから小学生くらいまでのお子様とご家族

内　　容

絵本の読み聞かせ・手遊び　ほか

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

申込期間 申込不要

内　　容

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。 みんなで気持ちよく声をあわせて読むと心
は晴れやかに楽しくなりますよ！

内　　容

絵本、紙芝居など

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

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.390 あたまいきいき音読教室

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

No.387 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 2歳ぐらいまでの子どもとその家族

申込期間 申込不要

申込方法 当日会場

内　　容

テーマ：滋賀県内の歴史文化遺産や景観を描き、その特
徴を取り入れたもの

申込方法 当日会場

問合せ先 ハーティーセンター秦荘 TEL:0749-37-4110

No.386
第6回～近江の歴史文化遺産・景観を描くあい
しょう絵画展～

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

主人公のジムは正義感が強く、元気で勇敢な少年です。
怖いもの知らずの海賊たちを相手に最後まで命がけの闘
いを続けます。さあ、ジムと一緒に希望と勇気をもって
冒険の旅に出かけましょう！

申込方法 電話、窓口、チケットセンター

問合せ先 ハーティーセンター秦荘 TEL:0749-37-4110

No.385 ファミリーミュージカル「宝島」

対　　象 一般

申込期間 発売中

内　　容

・愛知川びん細工手まりの制作体験　・まちの匠探訪(町
ﾊﾞｽ移動)　伝統楽器制作工場や近江上布伝統産業会館な
ど町内3～4カ所　・交流会　明治天皇御座所を守り続け
る地元の老舗料亭での懇親会

申込方法 申込用紙(愛知川観光協会HP参照)に必要事項を記入のうえ、郵送またはFAX

問合せ先 愛荘町ふるさと体験塾実行委員会 TEL:0749-42-7683

No.384 第29回　愛荘町ふるさと体験塾

対　　象 愛荘町外に在住の方で、3日間とも受講できる方ならどなたでも

申込期間 8月7日(水) 17:00まで
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豊郷町

１７．豊郷町で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第1金曜日 11:00～

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～

子 場　　所 豊郷町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

内　　容

絵本の読み聞かせ、工作　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.394 とことこおはなし会

対　　象 幼児～小学生

申込期間 申込不要

問合せ先 豊郷町立図書館 TEL:0749-35-8040

No.393 子ども映画会

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

No.392 ぴよぴよおはなし会

対　　象 乳幼児向け

申込期間 申込不要

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

豊郷町立図書館
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甲良町

１８．甲良町で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第3金曜　11:00～

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

期 日 等 毎月第2土曜　11:00～

子 場　　所 甲良町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

内　　容

季節の絵本や紙芝居などの楽しいおはなし会

申込方法 当日会場

問合せ先 甲良町立図書館 TEL:849-38-8088

No.397 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.396 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、たの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

No.395 ぴよぴよひよこのおはなし会

対　　象 0から2歳の赤ちゃんとその保護者

申込期間 申込不要

甲良町立図書館
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多賀町

１９．多賀町で開催される講座・教室

期 日 等 7月20日 10:30～、8月10日 14:00～、9月～11月 調整中

子 場　　所 あけぼのパーク多賀　2階　大会議室

費　　用 無料

分　　野

その他

期 日 等 7月27日(土) 13:30～

子 場　　所 あけぼのパーク多賀　2階　大会議室 

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 4月～11月の第3木曜日 9:30～12:00

場　　所 集合:多賀町立博物館

費　　用 100円(保険料)

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎週土曜日 19:30～21:30

子 場　　所 ダイニックアストロパーク天究館

費　　用 小中学生100円、高校生以上200円

分　　野

自然・環境

期 日 等 7月27日(土)、9月28日(土)、11月16日(土) 19:30～21:30

子 場　　所 ダイニックアストロパーク天究館

費　　用 小中学生100円、高校生以上200円

分　　野

自然・環境

期 日 等 8月10日(土) 15:00～17:00

子 場　　所 ダイニックアストロパーク天究館

費　　用 参加費500円

分　　野

自然・環境

期 日 等 8月12日(月) 22:00～24:00

子 場　　所 ダイニックアストロパーク天究館

費　　用 小中学生100円、高校生以上200円

分　　野

自然・環境

期 日 等 原則、第1土曜日 10:30～

子 場　　所 多賀町立図書館内　おはなしのへや

費　　用 無料

分　　野

その他

あけぼのパーク多賀

No.399
季節風びわこ道場　夏の風　からくり工作　上
野一西さんの工作教室

対　　象 小中学生

申込期間 7月6日(土)～7月27(土) ※定員になり次第締切

多賀町立博物館

内　　容

7月20日「ピーターパン」、8月10日「命のビザ」、9～11
月 調整中

申込方法 当日会場

問合せ先 多賀町立図書館 TEL:0749-48-1142

No.398 映画会

対　　象 7月は子どもと親子、8月は一般

申込期間 申込不要

内　　容

素敵な花が咲いています。さぁ、一緒に見に行きましょ
う！自然いっぱいの多賀を再発見しましょう！

申込方法 当日現地

問合せ先 多賀町立博物館 TEL:0749-48-2077

ダイニックアストロパーク天究館

No.400 多賀の花の観察会

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

昔から伝わるからくり細工でおもちゃを作ろう！

申込方法 電話、窓口(多賀町立図書館の開館時間内でお願いします)

問合せ先 多賀町立図書館 TEL:0749-48-1142

No.402 惑星を見よう会

対　　象 幼児～一般

申込期間 申込不要

内　　容

今夜見える天体を観望します。天候不良の場合は今夜の
星空のお話と天文台の見学を行います。

申込方法 当日会場

問合せ先 ダイニックアストロパーク天究館 TEL:0749-48-1820(土 11:00～21:30)

No.401 定例天体観望会

対　　象 幼児～一般

申込期間 申込不要

8月13日にペルセウス座流星群が極大を迎えます。極大を
前にどの様な見方をすれば良いのか解説します。工作で
は、皆さんの家でも見られる「流れ星投影機」を作りま
す。(観望会は含まれません)

申込方法 参加する方全員の氏名、住所、電話番号、年齢をTEL、またはメール

問合せ先 ダイニックアストロパーク天究館 TEL:0749-48-1820 Mail:astro@dynic.co.jp

No.403
親と子の天文教室　ペルセウス座流星群を見よ
う

対　　象 小学4年生以上の親子

申込期間 6月19日～7月31日 先着40名

内　　容

7月27日(土) 土星を見よう会、9月28日(土) 海王星を見
よう会、11月16日(土) 天王星を見よう会

申込方法 当日会場

問合せ先 ダイニックアストロパーク天究館 TEL:0749-48-1820(土 11:00～21:30)

内　　容

乳幼児さん向けの絵本やかみしばいをよみます。その
後、季節にあわせた工作やあそびなどをします。

申込方法 当日会場

問合せ先 多賀町立図書館 TEL:0749-48-1142

No.405 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

多賀町立図書館

内　　容

屋上にブルーシートを敷いて流星群を観望します。シー
トに寝転んで観望しますのでクッションや枕などがある
と便利です。深夜は予想以上に冷えますので調整可能な
防寒具をお持ちください。

申込方法 当日会場

問合せ先 ダイニックアストロパーク天究館 TEL:0749-48-1820(土 11:00～21:30)

No.404 ペルセウス座流星群特別観望会

対　　象 小学生～一般

申込期間 申込不要※来館者が200名以上の場合、入場制限します。

内　　容
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県内

２０．県内で開催される講座・教室

期 日 等 2019年4月21日(日)～2020年3月15日(日)(全14回)

場　　所 県内各所

費　　用 1コース500円(年間申込みの場合は14回で5000円)※中学生以下は無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 9月18日(水)～9月30日(月)(土日祝除く全8回)

場　　所 大津市・湖南地域の各事業所、連合会事務所会議室

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

県内

内　　容

滋賀県のさまざまな特産物を扱う各事業所の協力を得て
企画・開催する技能の講習会で食品製造・加工・販売に
ついての知識・技能を学び就業などの場で活かすことを
目的とした講習会です。

申込方法 申込後9/11(水)10時 プエルタ大津にて面談会

問合せ先 公益社団法人　滋賀県シルバー人材センター連合会 TEL:077-525-4128

No.407 地場産品技能講習

対　　象 おおむね60歳以上の滋賀県内在住の方対象

申込期間 申込書に必要事項を記入し9月9日(月)までに郵送またはFAX

内　　容

琵琶湖一周約250kmを、1年かけて14回に分けてウオーキ
ングします。みんなで歩くと楽しいですよ。

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2019」係 TEL:077-528-3681

No.406 琵琶湖一周健康ウオーキング

対　　象 小学生以下の方は保護者同伴

申込期間 各コース実施日の13日前まで
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『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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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

環
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

環
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

環
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

環
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

環
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

環
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

環
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

環
8

滋賀県地球温
暖化防止活動
推進センター

究極のエコバッグ～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、マイバッグとして
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

環
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

第五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

環
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

環
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

環
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

環
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

地域で学ぼう「出前講座」

出前講座
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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

環
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

環
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

環
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（う
ぐいす笛、ネックレス、行燈、竹ポックリ等）
※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

環
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

環
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

環
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

環
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

環
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

環
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

環
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

環
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

環
25

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

環
26

琵琶湖保全再
生課

びわ湖まちかどむらか
ど環境塾

市町、公民館、
自治会、事業
者、ＮＰＯ、ＰＴ
Ａ、子ども会、そ
の他

びわ湖まちかどむらかど環境塾は、琵琶湖に関
わる、または琵琶湖に関心のあるみなさんと一
緒になって、琵琶湖の現状や課題、さらには私
たちの暮らしと琵琶湖のつながりについて考
え、琵琶湖を守る行動へとともに高めあっていく
きっかけづくりの場にしたいとの思いから実施
するものです。

不要 直接お問い合わせください。
 電話：077-528-3461
 FAX：077-528-4847
 Mail:dk00@pref.shiga.lg.jp

県
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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

環
27

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：077-528-3963
FAX ：077-528-4888
Mail：gh01@pref.shiga.lg.jp

環
28

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：gh01@pref.shiga.lg.jp

県

環
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）

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

環
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！

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

環
31

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

環
32

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

環
33

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

歴
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

歴
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
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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

歴
3

総合企画部国
際課

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：kokusai@pref.shiga.lg.jp

県

歴
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

歴
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

歴
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

歴
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

歴
8

文化財保護課
安土城・城郭調
査係

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：077-528-4689
FAX ：077-528-4956
Mail：ma16@pref.shiga.lg.jp

県

歴
9

文化財保護課
安土城・城郭調
査係

大中の湖南遺跡に関
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

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：077-528-4689
FAX ：077-528-4956
Mail：ma16@pref.shiga.lg.jp

県

歴
10

ＭＩＨＯ　ＭＵＳ
ＥＵＭ

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

歴
11

ＭＩＨＯ　ＭＵＳ
ＥＵＭ

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

歴
12

ＭＩＨＯ　ＭＵＳ
ＥＵＭ

「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

歴
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

歴
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

歴
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
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出前講座

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

歴
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

歴
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=23035）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：077-522-2111
FAX ：077-522-2188
Mail：kinbi@pref.shiga.lg.jp

県

歴
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

歴
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

歴
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

歴
21

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

歴
22

NPO法人三方
よし研究所

三方よし　近江商人の
商いのこころ

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、その他

三方よしは、【売り手よし】【買い手よし】そして
【世間よし】という近江商人の特性である【三方
よし】の精神であり、企業経営や広く社会活動
の中で浸透してきています。【三方よし】の精神
を現代的な観点から顕彰し、これらの企業経営
や事業運営における社会貢献や理論的行動を
支援していけるような講座です。年齢問わず
様々な方を対象に講座をおこなっております。

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

NPO

歴
23

ブンセイ北上 講話『西国三十三所・
坂東三十三所・秩父三
十四所百観音巡礼紀
行』への誘い

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

「わたしの巡礼ノート」を作成し、名所・旧跡から
グルメまで楽しくプレゼンテーションでご案内い
たします。

要：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
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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

歴
24

Kirara音楽事務
所

芸術・音楽観賞会 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

プロの演奏家集団「Kiraraアンサンブル」による
本格コンサートで、芸術に実際に触れる機会を
創出します。文化芸術との接点は、人間育成に
おいて最も大切となる土台作りの時間です。「生
演奏をもっと身近な存在にしたい！」が私たち
の願いであり目的です。五感全てで感じること
ができる臨場感は、生演奏ならではの楽しみで
す。音楽の道に魅了され、その芸を極めた音楽
家たちの演奏に触れる機会を提供いたします。
一期一会の音楽との出会いを心にとめてもらう
事で聴く人たちに元気になってもらいたいので
す。脳にとって音楽の記憶は最も心地よい記憶
の一つと言われています。今日の音楽がいつ
かその人を支えてくれる時間となることを願って
やみません。
※ ド 　

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

音楽企画プ
ロデュース

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

健
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

健
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

健
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

健
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:eh4505@pref.shiga.lg.jp

県

健
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:eh4505@pref.shiga.lg.jp

県

健
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:eh4505@pref.shiga.lg.jp

県

健
7

衛生科学セン
ター
（健康科学情報
担当）

滋賀県の長寿要因の
解析からみた健康長
寿の秘訣

市町、公民館、
ＮＰＯ、ＰＴＡ

滋賀県の男性が日本一長寿なことを知っていま
すか？この長寿要因を調べるため、都道府県
民の喫煙や飲酒、運動などの『生活習慣』や住
環境や労働などの『生活環境』のデータを解析
して判明した健康長寿の要因について分かりや
すくお伝えします。また、解析に用いた統計解
析についてもやさしくお伝えできます。

不要 直接お問い合わせください。
電話：077-537-7438
FAX：077-537-5548
Mail:eh4505@pref.shiga.lg.jp

県

健
8

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

健
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）

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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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

健
10

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

健
11

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）
・食育出前授業（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

健
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

健
13

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

健
14

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）

健
15

一般社団法人
公益相続支援
センター京滋

エンディングノートの書
き方～終活の第一
歩！エンディングノート
を書いてみよう～

市町、公民館、
自治会、その他

エンディングノートは、人生を振り返るきっかけ
にもなりますが、『これから自分はどうしていき
たいか』、『家族が困らないようにする為には、
どのようなことが必要か』等も考えていく機会に
もなります。エンディングノートを通じて『ご自身
と家族のこれから』を考えるきっかけ作りのお手
伝いをします。お配りするエンディングノートを
使って、気になることから少しずつ終活の第一
歩を始めてみませんか？
※所要時間：45分～（ご希望の時間に合わせる
ことが出来ます）

要：教材
費、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）

健
16

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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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

健
17

スギ薬局　水口
松尾店

認知症について知ろう 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ

高齢化社会をふまえ、だれもが接する可能性の
ある認知症について、わかりやすく、早期発見、
周囲の接し方、予防、治療などについてお話し
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

調剤薬局

健
18

一般社団法人
スポーツリズム
トレーニング協
会公認　STAR
滋賀

音楽に合わせて楽しく
『リズムジャンプ』

市町、公民館、
自治会、NPO、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

音楽に合わせて楽しくリズムジャンプ！動きの
学習をして運動能力を伸ばす。「見る・聞く・覚え
る・待つ・やってみる」集中力や社会性、脳も鍛
えられ認知能力の向上。ケガの予防にもつなが
ります。
※所要時間：60分　対象：幼児から一般
※詳細はSTAR滋賀のホームページ
(https://star-shiga.com)をご覧ください。

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

一般社団
法人スポー
ツリズムト
レーニング
協会公認
団体

健
19

Kirara音楽事務
所

芸術・音楽観賞会（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ子ども会

プロの演奏家集団「Kiraraアンサンブル」による
本格コンサートで、芸術に実際に触れる機会を
創出します。文化芸術との接点は、人間育成に
おいて最も大切となる土台作りの時間です。「生
演奏をもっと身近な存在にしたい！」が私たち
の願いであり目的です。五感全てで感じること
ができる臨場感は、生演奏ならではの楽しみで
す。音楽の道に魅了され、その芸を極めた音楽
家たちの演奏に触れる機会を提供いたします。
一期一会の音楽との出会いを心にとめてもらう
事で聴く人たちに元気になってもらいたいので
す。脳にとって音楽の記憶は最も心地よい記憶
の一つと言われています。今日の音楽がいつ
かその人を支えてくれる時間となることを願って
やみません。
※HPアドレス　http://kirara-music.jp/

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

音楽企画プ
ロデュース

健
20

Kirara音楽事務
所

健康ボイストレーニン
グ

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども会

健康寿命をのばすのに大切なことは、呼吸や発
声によって脳の活性化を行う事です。その為に
は、声を出しやすくする体作りや腹式呼吸を
使って肺も丈夫にすることが必要です。歌は、
心身を健やかに導く事ができます。記憶を誘導
する課題曲を歌ったり、生演奏を聴く事で脳を
刺激します。プロの演奏家による、認知症予防
にアプローチしたプログラム内容です。
（メニュー例）身体ストレッチ→表情筋ストレッチ
→呼吸法→発声トレーニング→活舌トレーニン
グ→合唱指導→講師演奏
※単発・３回・６回・12回コースがあります。
※HPアドレス　http://kirara-music.jp/

要：謝金、
旅費、テキ
スト代

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

音楽企画プ
ロデュース

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

仕
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

仕
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

仕
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
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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

仕
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

仕
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

子
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

子
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

子
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、Ｎ
ＰＯ、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

子
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

子
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

子
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（う
ぐいす笛、ネックレス、行燈、竹ポックリ等）
※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

子
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

子
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

子
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

74



地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

子
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

子
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）

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

子
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

子
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

子
14

一般社団法人
スポーツリズム
トレーニング協
会公認　STAR
滋賀

音楽に合わせて楽しく
『リズムジャンプ』（再
掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

音楽に合わせて楽しくリズムジャンプ！動きの
学習をして運動能力を伸ばす。「見る・聞く・覚え
る・待つ・やってみる」集中力や社会性、脳も鍛
えられ認知能力の向上。ケガの予防にもつなが
ります。
※所要時間：60分　対象：幼児から一般
※詳細はSTAR滋賀のホームページ
(https://star-shiga.com)をご覧ください。

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

一般社団
法人スポー
ツリズムト
レーニング
協会公認
団体

子
15

Kirara音楽事務
所

芸術・音楽観賞会（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

プロの演奏家集団「Kiraraアンサンブル」による
本格コンサートで、芸術に実際に触れる機会を
創出します。文化芸術との接点は、人間育成に
おいて最も大切となる土台作りの時間です。「生
演奏をもっと身近な存在にしたい！」が私たち
の願いであり目的です。五感全てで感じること
ができる臨場感は、生演奏ならではの楽しみで
す。音楽の道に魅了され、その芸を極めた音楽
家たちの演奏に触れる機会を提供いたします。
一期一会の音楽との出会いを心にとめてもらう
事で聴く人たちに元気になってもらいたいので
す。脳にとって音楽の記憶は最も心地よい記憶
の一つと言われています。今日の音楽がいつ
かその人を支えてくれる時間となることを願って
やみません。
※HPアドレス　http://kirara-music.jp/

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

音楽企画プ
ロデュース

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

人
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、子どもと大人が一緒
になって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
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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

人
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

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、Ｎ
ＰＯ、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

人
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

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

人
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

人
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

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

人
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

多
1

総合企画部国
際課

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：kokusai@pref.shiga.lg.jp

県

多
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
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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

多
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

多
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

多
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

多
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

多
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

科
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

科
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

科
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

科
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

科
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
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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

安
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

安
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

安
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/soc
ial/ 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

安
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

安
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

高齢者を対象とした寸劇や腹話術による交通
安全教室のほか、高齢ドライバーにはオブジェ
（運転技能自動評価システム）やKYT（危険予
測トレーニング）といった最新機器を活用した楽
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

安
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

安
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

安
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。
詳細は、こちらをご確認ください。

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

安
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

安
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

安
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

安
12

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

安
13

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

78



地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

安
14

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

安
15

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

安
16

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、Ｎ
ＰＯ、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

安
17

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

安
18

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

安
19

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

安
20

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

安
21

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

安
22

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

安
23

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

安
24

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

安
25

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
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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

安
26

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

安
27

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

安
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）（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

安
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！
（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

安
30

一般財団法人
関西電気保安
協会　滋賀支
店

電気講習会（家庭用電
気設備対象）

市町、公民館、
自治会、PTA

滋賀県内の不特定多数の方々を対象とした電
気使用及び安全に関する啓発、周知を行いま
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

一般財団
法人

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

男
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

男
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

男
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

80



地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

男
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

男
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

男
6

一般社団法人
スポーツリズム
トレーニング協
会公認　STAR
滋賀

音楽に合わせて楽しく
『リズムジャンプ』（再
掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

音楽に合わせて楽しくリズムジャンプ！動きの
学習をして運動能力を伸ばす。「見る・聞く・覚え
る・待つ・やってみる」集中力や社会性、脳も鍛
えられ認知能力の向上。ケガの予防にもつなが
ります。
※所要時間：60分　対象：幼児から一般
※詳細はSTAR滋賀のホームページ
(https://star-shiga.com)をご覧ください。

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

一般社団
法人スポー
ツリズムト
レーニング
協会公認
団体

男
7

Kirara音楽事務
所

健康ボイストレーニン
グ（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

健康寿命をのばすのに大切なことは、呼吸や発
声によって脳の活性化を行う事です。その為に
は、声を出しやすくする体作りや腹式呼吸を
使って肺も丈夫にすることが必要です。歌は、
心身を健やかに導く事ができます。記憶を誘導
する課題曲を歌ったり、生演奏を聴く事で脳を
刺激します。プロの演奏家による、認知症予防
にアプローチしたプログラム内容です。
（メニュー例）身体ストレッチ→表情筋ストレッチ
→呼吸法→発声トレーニング→活舌トレーニン
グ→合唱指導→講師演奏
※単発・３回・６回・12回コースがあります。
※HPアドレス　http://kirara-music.jp/

要：謝金、
旅費、テキ
スト代

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

音楽企画プ
ロデュース

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

福
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

福
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

福
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

福
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

81



地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

福
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）

福
6

社会福祉法人
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

福
7

社会福祉法人
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

福
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

福
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

福
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

福
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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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

福
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）

福
13

一般社団法人
公益相続支援
センター京滋

エンディングノートの書
き方～終活の第一
歩！エンディングノート
を書いてみよう～（再
掲）

市町、公民館、
自治会、その他

エンディングノートは、人生を振り返るきっかけ
にもなりますが、『これから自分はどうしていき
たいか』、『家族が困らないようにする為には、
どのようなことが必要か』等も考えていく機会に
もなります。エンディングノートを通じて『ご自身
と家族のこれから』を考えるきっかけ作りのお手
伝いをします。お配りするエンディングノートを
使って、気になることから少しずつ終活の第一
歩を始めてみませんか？
※所要時間：45分～（ご希望の時間に合わせる
ことが出来ます）

要：教材
費、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）

福
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

福
15

スギ薬局　水口
松尾店

認知症について知ろう
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ

高齢化社会をふまえ、だれもが接する可能性の
ある認知症について、わかりやすく、早期発見、
周囲の接し方、予防、治療などについてお話し
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

調剤薬局

福
16

一般社団法人
スポーツリズム
トレーニング協
会公認　STAR
滋賀

音楽に合わせて楽しく
『リズムジャンプ』（再
掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

音楽に合わせて楽しくリズムジャンプ！動きの
学習をして運動能力を伸ばす。「見る・聞く・覚え
る・待つ・やってみる」集中力や社会性、脳も鍛
えられ認知能力の向上。ケガの予防にもつなが
ります。
※所要時間：60分　対象：幼児から一般
※詳細はSTAR滋賀のホームページ
(https://star-shiga.com)をご覧ください。

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

一般社団
法人スポー
ツリズムト
レーニング
協会公認
団体

福
17

Kirara音楽事務
所

芸術・音楽観賞会（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

プロの演奏家集団「Kiraraアンサンブル」による
本格コンサートで、芸術に実際に触れる機会を
創出します。文化芸術との接点は、人間育成に
おいて最も大切となる土台作りの時間です。「生
演奏をもっと身近な存在にしたい！」が私たち
の願いであり目的です。五感全てで感じること
ができる臨場感は、生演奏ならではの楽しみで
す。音楽の道に魅了され、その芸を極めた音楽
家たちの演奏に触れる機会を提供いたします。
一期一会の音楽との出会いを心にとめてもらう
事で聴く人たちに元気になってもらいたいので
す。脳にとって音楽の記憶は最も心地よい記憶
の一つと言われています。今日の音楽がいつ
かその人を支えてくれる時間となることを願って
やみません。
※HPアドレス　http://kirara-music.jp/

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

音楽企画プ
ロデュース

福
18

Kirara音楽事務
所

健康ボイストレーニン
グ（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

健康寿命をのばすのに大切なことは、呼吸や発
声によって脳の活性化を行う事です。その為に
は、声を出しやすくする体作りや腹式呼吸を
使って肺も丈夫にすることが必要です。歌は、
心身を健やかに導く事ができます。記憶を誘導
する課題曲を歌ったり、生演奏を聴く事で脳を
刺激します。プロの演奏家による、認知症予防
にアプローチしたプログラム内容です。
（メニュー例）身体ストレッチ→表情筋ストレッチ
→呼吸法→発声トレーニング→活舌トレーニン
グ→合唱指導→講師演奏
※単発・３回・６回・12回コースがあります。
※HPアドレス　http://kirara-music.jp/

要：謝金、
旅費、テキ
スト代

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

音楽企画プ
ロデュース

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

地
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
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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

地
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

地
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

地
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

地
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（う
ぐいす笛、ネックレス、行燈、竹ポックリ等）
※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

地
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

地
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

地
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

地
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

地
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：gh01@pref.shiga.lg.jp

県

地
11

農村振興課
（地域資源活用
推進室）

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：077-528-3962
FAX ：077-528-4888
Mail：gh01@pref.shiga.lg.jp

県

地
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
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出前講座

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

地
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=23035）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：077-522-2111
FAX ：077-522-2188
Mail：kinbi@pref.shiga.lg.jp

県

地
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：077-528-3963
FAX ：077-528-4888
Mail：gh01@pref.shiga.lg.jp

県

地
15

農村振興課
（地域資源活用
推進室）

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：077-528-3962
FAX ：077-528-4888
Mail：gh01@pref.shiga.lg.jp

県

地
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

地
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

地
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

地
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

地
20

スギ薬局　水口
松尾店

認知症について知ろう
（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ

高齢化社会をふまえ、だれもが接する可能性の
ある認知症について、わかりやすく、早期発見、
周囲の接し方、予防、治療などについてお話し
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

調剤薬局

地
21

一般財団法人
関西電気保安
協会　滋賀支
店

電気講習会（家庭用電
気設備対象）
（再掲）

市町、公民館、
自治会、PTA

滋賀県内の不特定多数の方々を対象とした電
気使用及び安全に関する啓発、周知を行いま
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

一般財団
法人
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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

地
22

一般社団法人
スポーツリズム
トレーニング協
会公認　STAR
滋賀

音楽に合わせて楽しく
『リズムジャンプ』（再
掲）

市町、公民館、
自治会、NPO、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

音楽に合わせて楽しくリズムジャンプ！動きの
学習をして運動能力を伸ばす。「見る・聞く・覚え
る・待つ・やってみる」集中力や社会性、脳も鍛
えられ認知能力の向上。ケガの予防にもつなが
ります。
※所要時間：60分　対象：幼児から一般
※詳細はSTAR滋賀のホームページ
(https://star-shiga.com)をご覧ください。

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

一般社団
法人スポー
ツリズムト
レーニング
協会公認
団体

地
23

Kirara音楽事務
所

芸術・音楽観賞会（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

プロの演奏家集団「Kiraraアンサンブル」による
本格コンサートで、芸術に実際に触れる機会を
創出します。文化芸術との接点は、人間育成に
おいて最も大切となる土台作りの時間です。「生
演奏をもっと身近な存在にしたい！」が私たち
の願いであり目的です。五感全てで感じること
ができる臨場感は、生演奏ならではの楽しみで
す。音楽の道に魅了され、その芸を極めた音楽
家たちの演奏に触れる機会を提供いたします。
一期一会の音楽との出会いを心にとめてもらう
事で聴く人たちに元気になってもらいたいので
す。脳にとって音楽の記憶は最も心地よい記憶
の一つと言われています。今日の音楽がいつ
かその人を支えてくれる時間となることを願って
やみません。
※HPアドレス　http://kirara-music.jp/

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

音楽企画プ
ロデュース

地
24

Kirara音楽事務
所

健康ボイストレーニン
グ（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

健康寿命をのばすのに大切なことは、呼吸や発
声によって脳の活性化を行う事です。その為に
は、声を出しやすくする体作りや腹式呼吸を
使って肺も丈夫にすることが必要です。歌は、
心身を健やかに導く事ができます。記憶を誘導
する課題曲を歌ったり、生演奏を聴く事で脳を
刺激します。プロの演奏家による、認知症予防
にアプローチしたプログラム内容です。
（メニュー例）身体ストレッチ→表情筋ストレッチ
→呼吸法→発声トレーニング→活舌トレーニン
グ→合唱指導→講師演奏
※単発・３回・６回・12回コースがあります。
※HPアドレス　http://kirara-music.jp/

要：謝金、
旅費、テキ
スト代

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

音楽企画プ
ロデュース

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

そ
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

そ
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/e
d/）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

そ
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

そ
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：077-528-3312
FAX ：077-528-4830
Mail：
kikaku02@pref.shiga.lg.jp

県

そ
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

そ
6

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
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出前講座

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

そ
7

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

そ
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）（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

そ
9

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

そ
10

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

そ
11

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

そ
12

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

そ
13

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

そ
14

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

そ
15

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

そ
16

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

税金の仕組みや税に関する情報を中心に、各
年代や要望に応じた出前講座を行います。（対
象者に応じて、ビデオ、パソコン、紙芝居などを
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

そ
17

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

そ
18

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7cm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

そ
19

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

そ
20

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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地域で学ぼう「出前講座」

出前講座

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

そ
21

ブンセイ北上 手作りご朱印帖 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

あなただけのオリジナルご朱印帖を作ってみま
せんか。
用紙は、伝統の手すき和紙を使用します。
表紙は、あなたご自身のお好みの布や紙類を
使用します。
まずは来春、巡礼の旅立ちにご用意なさっては
いかがでしょうか。

要：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

そ
22

ブンセイ北上 手作りLED行燈 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、子ども
会、その他

あの懐かしいロウソクの色合いの行燈、LED電
球だからこそカラフルな光の世界が楽しめま
す。
お部屋のインテリア、防犯にも役立つ本格的な
行燈です。
しあわせを呼ぶ癒しの行燈をご家族でお楽しみ
ください。

要：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
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