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１ 「学びのメニューファイル」について

県教育委員会では、公民館、図書館、博物館、美術館などの施設や、団体、学校、

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

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

２ 講座・教室の探し方

（１） しが生涯学習スクエアで探す

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

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

●交通アクセス

●問い合わせ

●受付時間

月曜～金曜日
午前８時45分～午後５時

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

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

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

しが生涯学習スクエア
（滋賀県庁新館6階 滋賀県生涯学習課内）

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

①インターネットで探す

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

●講座・教室の検索はこちらをクリック

https://www.nionet.jp/

講座や教室を探すページ

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

検索結果ページ

②携帯電話・スマホで探す

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

●フィーチャーフォン ●スマートフォン

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

『講座や教室を探す』（フルブラウザ）

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

「学びのメニューファイル ～滋賀の生涯学習情報誌～ 」は、県立図書

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

講座一覧の見かた

※申込期間は、特に設けてはいない場合、
『随時』と表記しています。

※定休日等を除いて、一年中開催する
場合、このように表記しています。

学習情報が
いっぱい！

※対象は、「一般」は中学生以上、
「どなたでも」は子どもから大人まで
参加できる場合に表記しています。
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期 日 等 12月12日(木) 14:00～16:45 (13:30～開場)

場　　所 コラボしが21 3階 大会議室

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 第1回 12月22日(日)14:30～16:30、第2回1月19日(日)10:00～11:45

場　　所 コラボしが21（びわ湖ホール向かい）3階大会議室

費　　用 全2回通し券2,000円、1回券(当日券のみ)1,500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月4日(水) 14:00～16:00(13:30～開場)

場　　所 ピアザ淡海 大会議室

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 2月16日(日) 13:00～16:00(12:50集合)

子 場　　所 龍谷大学 瀬田キャンパス

費　　用 600円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月6日(金) 13:30～16:00、12月9日(月) 9:30～12:00、13:30～16:00

場　　所 滋賀県大津合同庁舎6階、7階会議室

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 12月26日(木) 13:30～16:30

場　　所 滋賀県庁新館7階大会議室

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 3月10日(予定)

場　　所 滋賀県庁新館7階大会議室

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点事務局((株)しがぎん経済文化センター内) TEL:077-523-2245

申込期間 先着100名

No.001 プロフェッショナル人材活用セミナー

対　　象 滋賀県内の中小企業経営者様、人事担当者様

内　　容

滋賀県内の中小企業経営者様、人事担当者様を対象に、
「事業承継と事業分野拡張のためのプロフェッショナル
人材の活用」をテーマとしたセミナーを開催します！

申込方法 インターネット、FAX、メール

問合せ先

内　　容

部局ごとにブースを設け、ベテラン職員と若手職員が具
体的な仕事内容ややりがいなど、参加者の皆さんの質問
に直接お答えします。 ※日程・内容など、一部変更とな
る場合があります。

申込方法 インターネット

問合せ先 滋賀県人事委員会事務局 TEL:077-528-4454

No.007 滋賀県庁就職セミナー

対　　象 滋賀県職員採用試験の受験を考えておられる方

申込期間 1月下旬～2月下旬まで(先着順)(予定)

内　　容

「県職員ってどんな仕事をしているの？」「結婚、出産
しても働き続けたい」など皆さんの不安や疑問にお答え
し、女性の立場からの滋賀県庁の魅力ややりがい、働き
やすさを知っていただくためのｶﾞｲﾀﾞﾝｽを開催します。

申込方法 インターネット

問合せ先 滋賀県人事委員会事務局 TEL:077-528-4454

No.006 滋賀県庁女性職員しごとガイダンス

対　　象 大学1、2回生や既卒の方も参加可能です。(ご本人のみ)

申込期間 12月19日(木) 17:00まで(先着順)

内　　容

滋賀県庁の技術系職種の業務に関心のある方に対し、魅
力ややりがい、働きやすさをアピールし、公務への理解
を深めてもらうため、技術系職種に特化した「滋賀県庁
技術系職種しごとガイダンス」を開催します。

申込方法 インターネット

問合せ先 滋賀県人事委員会事務局 TEL:077-528-4454

No.005 滋賀県庁技術系職種しごとガイダンス

対　　象 大学、高等専門学校、社会人等どなたでも参加可能です。(ご本人のみ)

申込期間 12月5日(木) 17:00まで(先着順)

内　　容

内容の詳細・持ち物等は申込時にお問い合わせくださ
い。

申込方法 電話

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

滋賀県大津合同庁舎

No.004 龍谷ジュニアキャンパス フットボール教室

対　　象 小学生(全学年)

申込期間 2月1日(土)まで

No.002 オペラ講座「神々の黄昏」(初級編/全2回)

対　　象 6歳以上

申込期間 発売中

内　　容

13歳の時に拉致されてしまった横田めぐみさんの話を中
心に、拉致問題の経緯や被害者ご家族の救出活動などを
描いたドキュメンタリー映画です。映画を通し、北朝鮮
による拉致問題について、考えてみませんか。

申込方法 当日会場

問合せ先 健康医療福祉部健康福祉政策課援護係 TEL:077-528-3514

No.003
映画「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」上映
会

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要(当日先着150名)

内　　容

映像や音楽を交えながら、本公演を存分に予習していた
だける約2時間。≪びわ湖リング≫をより楽しみたい方、
オペラ初心者の方におすすめです。

申込方法 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

ピアザ淡海

龍⾕大学

コラボしが21

滋賀県庁

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 10月28(月)～1月23日(木)の間、平日9:00～17:00

場　　所 滋賀県庁 県政史料室(県庁新館3階県民情報室内)

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 選手コース:指定の火・木曜(週1～2回選択) 育成コース:指定の木曜 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 選手コース(週2回):1,350円/1回、選手コース(週1回)・育成コース:1,500円/1回

分　　野

くらし・健康

期 日 等 後期:10～3月指定の水曜日 13:40～16:50

子 場　　所 ウカルちゃんアリーナ(滋賀県立体育館)

費　　用 1回1,000円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12/3、1/7、1/21、2/18、3/3(毎回火曜日) 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 1回600円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 第3期:12/17～3/17の間、指定の火曜日(全10回) 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 12/4、12/18、1/8、1/15、2/12、2/26、3/4(毎回水曜日) 17:30～21:00

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

期 日 等 1月20日、22日、27日、29日、2月3日、5日、6日、7日 

場　　所 県内の旅館およびホテル(大津市・草津市)

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 原則毎月第3金曜日 11:00～

子 場　　所 滋賀県立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

滋賀県⽴図書館

内　　容

絵本の読み聞かせ ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立図書館 TEL:077-548-9691

No.015 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

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
ため事業主団体等の協力を得て企画・開催する技能講習
会で旅館やホテルでの業務に従事する際に必要な知識・
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1月14日(火) 10:00～連合会事務所会議室にて面談会

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.014 旅館・ホテルスタッフ技能講習

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1月9日(木)までに郵送またはFAX

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、直接窓口にて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

県内の旅館およびホテル(大津市・草津市)

No.013 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.012 バドミントン教室

対　　象 一般

申込期間 第3期：12月3日～先着順

No.010 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 1回参加の受付は各希望日の1週間前から

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(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 参加当日、直接窓口にて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.011 ライフアップスポーツ

対　　象 40歳以上の男女 30名

申込期間 当日受付

内　　容

走る・跳ぶ・体幹を鍛える・道具を使う運動等を通し
て、広い体育館スペースを 大限に活用し、みんなで仲
良くスポーツをすることの楽しみを感じられるメニュー
を実施します。

申込方法 事前に窓口にてお申し込み。※定員については随時HPにてご確認ください。

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

内　　容

今回の展示では、明治維新後の廃城から保存の対象とな
るまで近代の城郭がたどってきた変遷を公文書により紹
介しますので、ぜひお越しください。

申込方法 当日会場

問合せ先 県政史料室 TEL:077-528-3126

No.008 展示「公文書に見る近代の城郭」

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

ウカルちゃんアリーナ(滋賀県⽴体育館)

No.009 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 2019年3月26日より随時受付開始

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 申込用紙に必要事項を記入し、スポーツ安全保険料(年額800円)を添えて窓口まで

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
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 12月20日(金) 10:00～18:00、12月21日(土) 10:00～16:00

子 場　　所 滋賀県立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

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　4,950円

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 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 2,910円/月

分　　野

くらし・健康

期 日 等 初級クラス:木・金曜 10:15～11:15、中級クラス:月・水曜 10:15～11:15

場　　所 におの浜ふれあいスポーツセンター

費　　用 4,400円/月

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月7日(土) 10:00～11:30

場　　所 滋賀医科大学 リップルテラス2階(会議室1)

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2月5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 12月24日～27日(連続4日間) 8:45～9:45

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 4.200円(別に、貸し靴料1回400円と保険料800円が必要)

分　　野

くらし・健康

におの浜ふれあいスポーツセンター

滋賀医科大学

滋賀県⽴アイスアリーナ

内　　容

スケート靴の履き方、マナーを学んでいただいた後、ス
ケーティングの基礎技術を習得していただきます。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.023 冬休み12月短期スケート教室

対　　象 4歳から小学生まで

申込期間 11月23日～12月16日 ※定員に達し次第受付終了

内　　容

・肝癌にならないために　・肝炎、肝がんに使用される
おくすりのポイント　・ウィルス性肝炎　患者家族の安
心サポート　・肝がん　・重度肝硬変の入院医療費の助
成について

申込方法 電話、直接窓口にて(出来るだけ事前申込をお願いします)

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.022 2019年度第4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

肺の病気を知ろう
・肺炎は老人の友？！～誤嚥を予防するための秘策と
は？～
・口腔ケアと肺炎のつながり～効果的な口腔ケアとは～

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀医科大学　呼吸器内科　医局 TEL:077-548-2212

No.021 滋賀医科大学呼吸器内科　市民公開講座

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

月会費制の水泳教室が2019年5月からスタート！クラスを
初級・中級にわけて泳力にあった指導を行います。初級
クラスではクロール25mを目標とするクラス。中級クラス
はクロール50mを目標とするクラスです。

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.020 成人水泳教室

対　　象 一般(20歳以上)、初級クラス:キックができる、中級クラス:クロールができる

申込期間 空きがある場合、先着順で随時受付

内　　容

卓球、バドミントン、ヨガ、ピラティスなど

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.019 成人スポーツ教室

対　　象 一般(20歳以上)

申込期間 空きがある場合、先着順で随時受付

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.018 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

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.017 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

9月から12月までに刊行された新しい絵本や読み物が勢ぞ
ろいする展示会や、おはなし会、おりがみコーナー、障
害のある人もない人も一緒に読める、電子図書マルチメ
ディアデイジー・コーナーなどを開催します！

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立図書館 TEL:077-548-9691

No.016 冬休み子どもの本まつり

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 4期(1～2月)、5期(2～3月) 全5コース※時間、日程はコースにより異なる

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円が必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 4期(1～2月)、5期(2～3月) 全4コース※時間、日程はコースにより異なる

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円が必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月4日～6日(連続3日間) 8:45～9:45

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 3,200円(別に、貸し靴料1回400円と保険料800円が必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 4期(1/6、20、27、2/3)　5期(2/17、24、3/2、9) 10:30～11:30、13:30～14:30

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円が必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 4期(1/11、18、25、2/8) 5期(2/15、22、3/7、14) 17:15～18:45

子 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(貸靴料1回400円と保険料800～1,850円別途)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 4期(1/11～2/4) 5期(2/15～3/14) 火曜ｺｰｽ:17:15～18:15、土曜ｺｰｽ:8:45～9:45

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円が必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 4期(1/11、18、25、2/8) 5期(2/15、22、3/7、14) 17:15～18:45

子 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(貸靴料1回400円と保険料800～1,850円別途)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 4期(1/12、19、26、2/2) 5期(2/16、23、3/8、15) 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円が必要)

分　　野

くらし・健康

内　　容

レベルにあったクラス分けを行い、スケート靴の履き
方、マナーを学んでいただいた後、ショートトラックの
基礎技術を習得していただきます。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.031 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 4期:11/23～12/22まで、5期1/11～2/9まで

内　　容

レベルにあったクラス分けを行い、アイスホッケーのマ
ナーや基礎技術を学んでいただきます。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.030 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 4期:11/23～12/22まで、5期1/11～2/9まで

内　　容

レベルにあったクラス分けと指導を行い、スケーティン
グの基本動作を復習し、専門技術を学んでいただきま
す。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.029 フィギュアスケート育成コース

対　　象 4歳～中学生まで※ﾌｫｱ・ﾊﾞｯｸ・ﾌｫｱｸﾛｽｽｹｰﾃｨﾝｸﾞ程度の技術を習得している方

申込期間 4期:11/23～12/22まで、5期1/11～2/9まで

内　　容

レベルにあったクラス分けを行い、アイスホッケーのマ
ナーや基礎技術を学んでいただきます。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.028 アイスホッケー教室

対　　象 5歳以上の男性

申込期間 4期:11/23～12/22まで、5期1/11～2/9まで

内　　容

スケート靴の履き方、マナーを学んでいただいた後は、
レベルにあったクラス分けを行い、スケートの基礎技術
を学んでいただきます。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.027 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 4期:11/23～12/22まで、5期1/11～2/9まで

内　　容

スケート靴の履き方、マナーを学んでいただいた後、ス
ケーティングの基礎技術を習得していただきます。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.026 冬休み1月短期スケート教室

対　　象 4歳から小学生まで

申込期間 11月23日～12月16日 ※定員に達し次第受付終了

内　　容

レベルにあったクラス分けを行い、スケート靴の履き
方、マナーを学んでいただいた後、スケーティングの基
礎技術を習得していただきます。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.025 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 4期:11/23～12/22まで、5期1/11～2/9まで

内　　容

レベルにあったクラス分けを行い、スケート靴の履き
方、マナーを学んでいただいた後、スケーティングの基
礎技術を習得していただきます。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.024 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 4期:11/23～12/22まで、5期1/11～2/9まで
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 4期(1/14～2/7) 5期(2/18～3/13)までの指定の火・金曜 17:15～18:15

子 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)が必要

分　　野

くらし・健康

期 日 等 4期(1/15、22、29、2/5) 5期(2/19、26、3/4、11) 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円が必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3月25日～28日(連続4日間) 8:45～9:45

子 場　　所 滋賀県立アイスアリーナ

費　　用 4,200円(別に、貸し靴料1回400円と保険料800円が必要)

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(別途:保険料800円～)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3期(12/11～3/4)指定の水曜日　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 3期(12/11～3/4)指定の水曜日　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 3期(12/17～3/17)　ﾖｶﾞｽﾄﾚｯﾁ 10:00～11:00　気軽にﾋﾟﾗﾃｨｽ 11:15～12:15 

場　　所 滋賀県立スポーツ会館

費　　用 各期9,600円(各期12回分)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月7日(土)14:00開演(13:30開場) 15:50終了予定 

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 小ホール

費　　用 一般2,000円、青少年(25歳未満)1,000円

分　　野

芸術・伝統

滋賀県⽴スポーツ会館

滋賀県⽴芸術劇場びわ湖ホール

内　　容

魅惑のトークと華麗なピアノ演奏で気軽に楽しめるレク
チャーコンサート。白石光隆がワーグナーの音楽の魅力
に迫ります。ワーグナー初心者にもお勧めです。

申込方法 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.039
びわ湖ﾘﾝｸﾞ完結年 関連企画 白石光隆 ピアノ&
トークコンサート こんにちは、ワーグナー

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉がありますのでご利用ください）

申込期間 発売中

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

No.038 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 11月19日～12月3日まで(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、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.037 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

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.036
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

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.035 avexダンスプログラム

対　　象 ダンスボックス：中学生　ダンスメソッド：中～高校生

申込期間 先着順

内　　容

スケート靴の履き方、マナーを学んでいただいた後、ス
ケーティングの基礎技術を習得していただきます。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.034 春休み3月短期スケート教室

対　　象 4歳から小学生

申込期間 2月15日～3月15日まで ※定員に達し次第受付終了

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
内容指導を行い、スケーティングの専門技術を学んでい
ただきます。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.033 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

申込期間 4期:11/23～12/22まで、5期1/11～2/9まで

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
た指導を行い、スケーティングの専門技術を学んでいた
だきます。

申込方法 申込用紙をご記入のうえ、受講料と保険料を添えて窓口でお申し込みください。

問合せ先 滋賀県立アイスアリーナ TEL:077-547-5566

No.032 フィギュアスケート専門コース

対　　象 小学生～高校生まで ※ﾌｫｱ・ﾊﾞｯｸ・ﾌｫｱｸﾛｽｽｹｰﾃｨﾝｸﾞ程度の技術を習得している方

申込期間 4期:11/23～12/22まで、5期1/11～2/9まで
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 12月8日(日)10:30開演 12:30終了予定

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 小ホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月16日(月)14:00開演(13:30開場) 15:00終了予定 

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 1月5日(日)13:00開演(12:30開場） 15:00終了予定

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 1月19日(日)14:00開演(13:30開場) 16:00終了予定

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)1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月28日(土)14:00開演 (13:30開場) 

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 1月10日(金)～13日(月・祝) 各日 14:00開演 (13:30開場) 16:45終了予定

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

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

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月18日(土)14:00開演 (13:30開場)

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

費　　用 S席5,000円、A席4,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月25日(土)14:00開演(13:30開場) 15:15終了予定

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

費　　用 一般4,500円、青少年(25歳未満)3,000円

分　　野

芸術・伝統

内　　容

コンテンポラリーダンスの 高峰であるパリ市立劇場と
の共同プロデュースを30年以上続ける、日本を代表する
舞踏カンパニー山海塾。2019年初演の新作を関西初上演
します。

申込方法 電話、窓口、インターネット

問合せ先 びわ湖ホールチケットセンター TEL:077-523-7136

No.047
山海塾 『ARC　薄明・薄暮（アーク はくめい・
はくぼ）』

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉がありますのでご利用ください）

申込期間 発売中

内　　容

雑誌『青鞜』創刊から廃刊に至る4年半ほどの歳月を、編
集部に出入りしていた若い女性たちの姿を通して描く青
春群像劇。作・演出:永井 愛　出演:朝倉あき、藤野涼子
ほか

申込方法 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.046 二兎社公演43『私たちは何も知らない』

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉がありますのでご利用ください）

申込期間 発売中

内　　容

開演前に演出家による物語の解説もあり、大人から子ど
も、オペラが初めての方から大好きな方までお楽しみい
ただけます。今回はウィンナー・オペレッタの 高傑作
『こうもり』を4日にわたってお贈りします。

申込方法 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.045
J.シュトラウスII世作曲 『こうもり』 オペラ
への招待

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉がありますのでご利用ください）

申込期間 発売中

内　　容

びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバーが様々な声楽
曲をお贈りする定期公演。指揮者の大川修司によるオー
ル・ロッシーニ・プログラムにご期待ください。

申込方法 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.044
びわ湖ホール声楽アンサンブル第70回定期公演
オペラ作曲家の横顔～ロッシーニ～

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉がありますのでご利用ください）

申込期間 発売中

内　　容

シェイクスピアが生きたイギリス・エリザベス朝の時代
の音楽をリュートの高本一郎、カウンターテナーの青木
洋也、パーカッションの濱元智行がご紹介します。

申込方法 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.043 古楽への招待11 イギリス・エリザベス朝の世界

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉がありますのでご利用ください）

申込期間 発売中

内　　容

日本屈指のオーケストラ・チェロ奏者4人が重厚かつ繊細
な音色をお贈りします。

申込方法 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.042 クァルテット・エクスプローチェ

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉がありますのでご利用ください）

申込期間 発売中

内　　容

気軽に楽しめる１時間のコンサートシリーズ。
大阪フィルハーモニー交響楽団の高見信行がトランペッ
トの魅力を輝かしい音と共に余すことなくお届けしま
す。

申込方法 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.041
気軽にクラシック22　高見信行　トランペット
の魅力

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉がありますのでご利用ください）

申込期間 発売中

内　　容

3月の公演に先立ち、指揮者、評論家が作品をわかりやす
く解説し、聴きどころや観どころをたっぷりとご紹介い
たします。

申込方法 当日直接お越しください

問合せ先 びわ湖ホール事業部 TEL:077-523-7150

No.040
ワーグナー作曲 『神々の黄昏』プレトーク・マ
チネ

対　　象 6歳以上

申込期間 事前申し込み不要
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 2月24日(月・休)13:00開始(上映3時間3分)

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

費　　用 一般3,200円、青少年(25歳未満)2,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月29日(土)13:00開始(上映5時間14分/休憩2回)

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

費　　用 一般4,100円、青少年(25歳未満)3,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月1日(日)13:00開始(上映5時間11分/休憩2回)

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

費　　用 一般4,100円、青少年(25歳未満)3,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月14日(土)14:00開演(13:30開場) 16:00終了予定

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

費　　用 500円(全自由席)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月21日(土) (昼の部)13:00開演、(夜の部)17:00開演

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

費　　用 S席6,500円、A席5,500円、青少年(25歳未満)4,000円、シアターメイツ2,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月31日(火)22:00開演(21:00開場)

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

費　　用 7,000円～3,000円(席により異なる)、青少年(25歳未満)S～C席2,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月5日(日) 15:30開演 (14:45開場) 17:30終了予定

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

費　　用 S席5,000円、A席4,000円、青少年(25歳未満)2,000円、 シアターメイツ1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月2日(日) 15:00開演(14:15開場) 16:45終了予定

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

費　　用 S～C席4,000円～1,000円、青少年(25歳未満)S～B席1,500円、シアターメイツS～B席750円

分　　野

芸術・伝統

内　　容

内　　容

ヨーロッパの歌劇場で多くの舞台に立つ滋賀県在住の指
揮者　阪哲朗と、第82回日本音楽コンクール第1位を獲得
のピアニスト 石井楓子を迎えてベートーヴェンの名曲を
お贈りします。

申込方法 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 華麗なるオーケストラの世界 vol.2

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉がありますのでご利用ください）

申込期間 発売中

内　　容

重量級クラシックボーカル･グループ「IL DEVU（ｲﾙ･ﾃﾞｰ
ｳﾞ）」と、明るい歌声で日本を元気にすべく活動するテ
ノール集団「びわ湖ホール四大テノール」がついに共演
します。

申込方法 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.054
IL DEVU&びわ湖ホール四大テノール 新春スペ
シャルコンサート

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉がありますのでご利用ください）

申込期間 発売中

内　　容

毎年恒例、会場が一体となって新年を迎えるカウントダ
ウンコンサート。びわ湖ホールで音楽に包まれた華やか
な年越しをお楽しみください。

申込方法 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
びわ湖ホールジルヴェスター・コンサート2019-
2020

対　　象 6歳以上

申込期間 発売中

内　　容

人間国宝の野村万作、映画や演劇公演でも活躍している
野村萬斎による毎年大好評の狂言公演をお届けします。

申込方法 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 野村万作・野村萬斎 狂言公演

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉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
びわ湖ホール舞台技術研修～人材育成講座～
「成果発表公演」ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「長靴をはいた猫」

対　　象 4歳以上

申込期間 12月2日(月)10:00～

内　　容

メトロポリタン歌劇場（MET・メト）のワーグナー作曲≪
ニーベルングの指環≫四部作より『ジークフリート』を
上映します。

申込方法 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

ヨーロッパに伝わる民話「長靴をはいた猫」を題材とし
て、舞台芸術を担う人材の育成を目的に舞台を創りあ
げ、成果発表公演を中ホールで開催します。

申込方法 びわ湖ホールチケットセンター窓口販売 現金のみの取扱い

No.050 METライブビューイング『ジークフリート』

対　　象 6歳以上

申込期間 12月7日(土)10:00～

内　　容

メトロポリタン歌劇場（MET・メト）のワーグナー作曲≪
ニーベルングの指環≫四部作より『ワルキューレ』を上
映します。

申込方法 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.049 METライブビューイング『ワルキューレ』

対　　象 6歳以上

申込期間 12月7日(土)10:00～

内　　容

メトロポリタン歌劇場(MET・メト)のワーグナー作曲≪
ニーベルングの指環≫四部作より『ラインの黄金』を上
映します。

申込方法 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.048 METライブビューイング『ラインの黄金』

対　　象 6歳以上

申込期間 12月7日(土)10:00～
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大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 2月11日(火・祝)14:00開演(13:15開場)

場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

費　　用 13,000円～5,000円（席により異なる）

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月22日(日) 14:00開演

子 場　　所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

費　　用 大人2,000円、子ども(4歳～中学生)1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 第1回 2月1日(土)、第2回 2月8日(土)、第3回 2月23日(日) 各回14:00～16:45

場　　所 第1回 びわ湖ホールリハーサル室、第2回・3回 コラボしが21 3階大会議室

費　　用 全3回通し券3000円、1回券(当日券のみ)1500円

分　　野

芸術・伝統

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)

子 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(年間30回) 19:00～20:15

子 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 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 12月7日(土) 10:30～11:30

子 場　　所 滋賀県立武道館 研修室2

費　　用 1回/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

滋賀県⽴武道館

内　　容

ワーグナー研究の第一人者の講師を迎え、通常の講座よ
り一歩踏み込んだ深い内容です。講師：岡田安樹浩（国
立音楽大学講師）伊東史明（大谷大学講師）藤野一夫
（神戸大学大学院教授）

申込方法 電話、窓口、インターネット

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.063 フラダンス教室

対　　象 一般男女

申込期間 11月28日～先着順(受付9:00～17:00月曜休館)

内　　容

「英語」と「エクササイズ」と「親子のふれあい」がひ
つになったレッスンです。 　様々な運動用具を使し、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.062 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(受付9:00～17:00月曜休館)

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(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.061 ジュニア強化剣道教室

対　　象 小学生～中学生

申込期間 12月3日～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

No.060 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

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.059 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)

対　　象 6歳以上

申込期間 発売中

内　　容

子どもたちはもちろん、大人も一緒にオーケストラにつ
いて知識や理解を深めることができるシリーズ。指揮者
藤岡幸夫と、関西フィルハーモニー管弦楽団が名曲をお
贈りします。

申込方法 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.057 子どものための管弦楽教室 第16回

対　　象 4歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉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.058 ワーグナー・ゼミナール(上級編 / 全3回)

内　　容

世界のトップ・プリマ、アリーナ・コジョカルと豪華
キャストでお贈りするバレエ公演。 西日本公演はびわ湖
ホールだけ！演目「マルグリットとアルマン」全編 ほか

申込方法 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
アリーナ・コジョカル〈ドリーム・プロジェク
ト2020〉

対　　象 6歳以上（託児サービス〈有料・要事前申込〉がありますのでご利用ください）

申込期間 発売中
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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 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 12/14、1/18、2/15、3/14 各回 18:30～20:00

子 場　　所 大津市科学館

費　　用 大人 400円、小中高校生 200円

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎月第4土曜日　10:30～10:45

子 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 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 1月5日(日) 13:30 開場、14:00 開演

場　　所 大津市伝統芸能会館

費　　用 前売 S席8,500円　A席8,000円　(当日 各500円増)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月25日(土) 13:30 開場　14:00 開演

場　　所 大津市伝統芸能会館

費　　用 前売2,500円(当日3,000円)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月7日(土) 13:30 開場　14:00 開演

場　　所 大津市伝統芸能会館

費　　用 前売 S席4,500円、A席4,000円(当日 各1,000円増)

分　　野

芸術・伝統

大津市科学館

大津市伝統芸能会館

内　　容

能面と装束を用いてのお話:味方 玄
能「野守」(現代作家の能面による)

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.071 第7回 能面公募公演　能「野守」

対　　象 未就学児のご入場はお断り申し上げます。

申込期間 1月5日(日) 10:00～

内　　容

出演:笑福亭 仁智、桂 三風、桂 三若、笑福亭 智丸

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.070
第24回 大津はつらつ寄席 「新春創作落語スペ
シャル」

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

金剛流能『雪』
大蔵流狂言『子の日』
観世流能『葛城 大和舞』

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.069
2019年度主催能楽公演［能楽にみる自然～人を
超えた「いのち」の世界］

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

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.068 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

 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ください。

問合せ先 大津市科学館 TEL:077-522-1907

No.067 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

新のデジタルプラネタリウムでの解説及び屋上観測場
や天文ドームでの観測です。天候不良(曇りや雨)の場合
は、星は見えませんがプラネタリウムでの解説および室
内活動(天文ドームの説明等)を実施します。

申込方法 各予約開始日の9時より電話、または直接科学館事務室にて承ります。

問合せ先 大津市科学館 TEL:077-522-1907

No.066 星空観察会

対　　象 小学生以上(小学生は保護者同伴で参加、幼児は参加できません。)

申込期間 各回による

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.065 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

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.064 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)

13



大津市

１．大津市で開催される講座・教室

期 日 等 2月22日(土)～23日(日) １泊2日

場　　所 大津市立葛川少年自然の家

費　　用 6,500円

分　　野

自然・環境

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土曜日 11:00～11:30

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2金曜、第4日曜日 11:00～11:20

子 場　　所 大津市立図書館 3階 視聴覚ホール

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第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または第3水曜日、第4土曜日 14:00～16:00

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

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.079 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

No.078 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

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.077 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

手あそびや絵本の読み聞かせ

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立図書館 TEL:077-526-4600

No.076 よちよちクラブ

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.075 外国絵本の読み聞かせ

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせ、手遊びを楽しむおはなし会です。

申込方法 当日会場

問合せ先 大津市立図書館 TEL:077-526-4600

No.074 おはなしの時間

対　　象 幼児と保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせ・手遊びなどを楽しむおはなし会で
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.073 ちいさなおはなしの時間

対　　象 幼児と保護者

申込期間 申込不要

内　　容

スキー体験、スノーキャンドル作り、雪あそび、自然物
を使ってのクラフト、スノーバトル(室内版雪合戦)　ほ
か

申込方法

問合せ先 笠縫東児童センター TEL:077-563-9670

No.072 ウィンターフレンドキャンプ

対　　象 小学3年生～一般(18歳)(2月15日(土)10:00からの説明会へ出席できる方)

申込期間 10:00～17:00

大津市⽴葛川少年⾃然の家

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 11:00～11:30

子 場　　所 大津市立北図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第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

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.085 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

No.084 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.083 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・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

大津市⽴和邇図書館

No.082 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.081 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

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.080 見聞(ミッキー)シネマ

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

大津市⽴北図書館
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彦根市

２．彦根市で開催される講座・教室

期 日 等 1月13日(月祝) 9:00～10:30

場　　所 湖岸緑地　曽根沼公園(彦根市)

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 2月29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 12月19日(木) 10:00～12:00

場　　所 彦根市男女共同参画センター「ウィズ」

費　　用 無料(ガイドブック、記念品進呈)

分　　野

技術・産業

期 日 等 12月19日(木) 13:00～15:00

場　　所 彦根市男女共同参画センター「ウィズ」

費　　用 無料(ガイドブック、記念品進呈)

分　　野

技術・産業

期 日 等 毎月、第2土曜日 14:00～14:30 (11/1～2/6まで耐震補強工事のため臨時休館予定)

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 (11/1～2/6まで耐震補強工事のため臨時休館予定)

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1土曜日 14:00～14:30 (11/1～2/6まで耐震補強工事のため臨時休館予定)

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3土曜日 14:00～14:30 (11/1～2/6まで耐震補強工事のため臨時休館予定)

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

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.093 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

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.092 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

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.091 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.090 絵本を楽しむつどい

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

初めておじいちゃん、おばあちゃんになる人、育児支援予定の方

申込期間 先着順

内　　容

Facebookを安心して使うための方法を学びます。スマー
トフォン、タブレット、ノートPCいずれかをお持ち下さ
い。 ※Facebookアカウントをお持ちでない方はメールア
ドレスと顔写真のデータをお持ちください。

申込方法 電話、FAX

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

No.089 大人のためのFacebook安全安心講座

対　　象 Facebookをこれから始めたい人

申込期間 12月4日(水) 9:00～先着順

内　　容

Facebookのアカウント登録から利用方法を学びます。ス
マートフォン、タブレット、ノートPCいずれかをお持ち
下さい。 ※Facebookアカウントをお持ちでない方はメー
ルアドレスと顔写真のデータをお持ちください。

申込方法 電話、FAX

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

内　　容

個性豊かな野鳥をじっくり観察しよう！野鳥の観察方法
を教わり、実際に観察して大きさ、姿や色のちがいを比
べてみてください。えさの取り方や飛び方のちがいも見
てみよう。

申込方法 電話、FAX、公園ホームページ

問合せ先 県営都市公園湖岸緑地 TEL:077-584-5330

No.086 カモから始める野鳥観察

対　　象 4歳児以上(小学校3年生以下は保護者同伴)

申込期間 12月16日(月)～先着20名

湖岸緑地 曽根沼公園

聖泉大学

彦根市男⼥共同参画センター「ウィズ」

彦根市⽴図書館

No.088 大人のためのFacebook入門講座

対　　象 Facebookをこれから始めたい人

申込期間 12月4日(水) 9:00～先着順

内　　容

妊婦体験、人形を用いて抱っこ・ミルク・沐浴体験、グ
ループトーク

申込方法 FAX、メール、インターネット

問合せ先 聖泉大学　地域連携交流センター TEL:0749-43-7510

No.087 孫育て教室

対　　象
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彦根市

２．彦根市で開催される講座・教室

期 日 等 12月14日(土) 14:00～15:30

場　　所 彦根城博物館　講堂

費　　用 資料代として100円が必要です。彦根市内の中学生以下は無料です。

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月18日(土) 14:00～15:30

場　　所 彦根城博物館　講堂

費　　用 資料代として100円が必要です。彦根市内の中学生以下は無料です。

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月22日(土) 14:00～15:30

場　　所 彦根城博物館　講堂

費　　用 資料代として100円が必要です。彦根市内の中学生以下は無料です。

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月21日(土) 14:00～15:30

場　　所 彦根城博物館　講堂

費　　用 資料代として100円が必要です。彦根市内の中学生以下は無料です。

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月4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 2月1日(土)11:00～11:30､14:00～14:30

場　　所 彦根城博物館　展示室1

費　　用 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 3月7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「漆芸の精華－江戸時代を中心に－」について
学芸員が解説します。

申込方法 申込不要

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.100
彦根城博物館 テーマ展「漆芸の精華－江戸時代
を中心に－」 ギャラリートーク

対　　象 一般

申込期間 申込不要

彦根城博物館 テーマ展「蓬莱―寿ぎの文様―」
ギャラリートーク

対　　象 一般

申込期間 申込不要

No.099
彦根城博物館 特別公開「雛と雛道具」 ギャラ
リートーク

対　　象 一般

申込期間 申込不要

申込方法 申込不要

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

内　　容

特別公開　「雛と雛道具」について学芸員が解説しま
す。

申込方法 申込不要

内　　容

テーマ展「蓬莱―寿ぎの文様―」について学芸員が解説
します。

No.098

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.097
私の研究 前線「彦根藩の武具制作とメンテナ
ンス事情」　第3講「足軽の武具」

対　　象 一般

申込期間 無

内　　容

甲冑や鎗、弓、旗、幕などの修理から、井伊家菩提寺の
障子の張り替えに至るまで、道具や施設の細やかな部分
の維持を職務とした御細工所の役割を紹介します。

申込方法 当日先着順

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.096
私の研究 前線「彦根藩の武具制作とメンテナ
ンス事情」　第2講「彦根藩の御細工所」

対　　象 一般

申込期間 無

内　　容

彦根藩の足軽は、戦闘集団として1120人を37組に編成
し、平時には治安維持をはじめ様々な役割を担いまし
た。本講座では、足軽による鉄砲や弓などの管理につい
て紹介します。

申込方法 当日先着順

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

内　　容

大名道具の筆頭に挙げられる甲冑。本講では、彦根藩井
伊家の甲冑制作や修繕に携わった甲冑師をはじめ、井伊
家が将軍家に献上した甲冑を手掛けた甲冑師も紹介して
いきます。

申込方法 当日先着順

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.095
私の研究 前線「彦根藩の武具制作とメンテナ
ンス事情」　第1講「井伊家と甲冑師」

対　　象 一般

申込期間 無

内　　容

江戸時代、彦根藩井伊家の当主は、将軍から拝領した鷹
を使って、藩領において鷹狩りを行いました。その具体
的な様子や特徴を古文書から明らかにし、より深く紹介
します。

申込方法 当日先着順

問合せ先 彦根城博物館 TEL:0749-22-6100

No.094
テーマ展「彦根藩井伊家の鷹狩り」関連講座
「江戸時代の鷹狩り」

対　　象 一般

申込期間 無

彦根城博物館
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長浜市

３．長浜市で開催される講座・教室

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

丑 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)

寅 場　　所 湖北野鳥センタ－周辺

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

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎月第3土曜日 14:00～15:00

卯 場　　所 湖北野鳥センタ－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 年6回 日曜日 13:30～15:00

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 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

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.108 遠州流茶道教室

対　　象 一般

申込期間 予約フリータイム制

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

No.107 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.106 こどもお茶教室

対　　象 小学生～高校生(小１年生は保護者同伴で)

申込期間 事前予約制

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.105 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

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.104 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

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.103 探鳥会

対　　象 小学3年生以下は保護者同伴でお願いします。

申込期間 随時

内　　容

季節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.102 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

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、スクラップブッキング教室など
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.101 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

セミナー＆カルチャーセンター臨湖

湖北野⿃センタ－

五先賢の館
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長浜市

３．長浜市で開催される講座・教室

期 日 等 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 原則毎月第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 原則毎月第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 原則毎月第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

期 日 等 原則毎月第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 12月21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 原則毎月第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

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

No.116 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「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.115 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

図書館職員が行うおはなし会です。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.114 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、手遊び等
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.113 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」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.112 すずめさんのおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループ「まめっちょ」による、わらべう
たとふれあい遊びの時間です。

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.111 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

内　　容

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 長浜市立会館長浜サンパレス  TEL:0749-64-1444

No.110 カルチャー教室

対　　象 コースにより異なる

申込期間 定員になり次第締め切り

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

No.109 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

浅井文化ホール

⻑浜サンパレス

⻑浜市⽴⻑浜図書館

⻑浜市⽴浅井図書館
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長浜市

３．長浜市で開催される講座・教室

期 日 等 原則毎月第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 2月2日(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 原則毎月第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 原則毎月第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 原則毎月第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 12月21日(土) 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 3月1日(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 原則毎月第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

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.124 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

季節にちなんだ絵本の読み聞かせ、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

⻑浜市⽴⻁姫図書館

No.123 桃の節句のおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

季節にちなんだ絵本の読み聞かせ、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.122 クリスマスおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

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.121 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「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.120 ひまわりさんのおはなし会

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループ「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.119 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

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.118 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

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.117 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

⻑浜市⽴びわ図書館

20



長浜市

３．長浜市で開催される講座・教室

期 日 等 原則毎月第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 原則毎月第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 原則毎月第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

期 日 等 原則毎月第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

期 日 等 原則毎月第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

内　　容

図書館職員が行うおはなし会です。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.129 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 長浜市立高月図書館 TEL:0749-85-4600

No.128 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

図書館職員が行うおはなし会です。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.127 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

No.126 はぐはぐおはなし会

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

内　　容

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

No.125 はぐはぐおはなし会

対　　象 乳幼児と保護者

申込期間 申込不要

⻑浜市⽴湖北図書館

⻑浜市⽴⾼⽉図書館
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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 1月23日(木) 14:00～16:00

場　　所 滋賀県婦人会館

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 案内編12/14、2/22 10:00～、10:50～　操作編1/11、1/18、2/1、2/15 9:35～10:20

場　　所 安土城天主信長の館

費　　用 大人610円、学生350円、小人170円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12/5、2/6、3/5 10:00～10:45(0～1歳児コース)、11:00～11:45(2～3歳児コース)

子 場　　所 安土文芸の郷　あづちマリエート

費　　用 親子1組500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月7日(土) 10:30開演(10:10開場)

場　　所 安土文芸の郷　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 12月21日(土) 14:00開演(13:30開場)

場　　所 安土文芸の郷　文芸セミナリヨ

費　　用 一般2,500円、ペア4,500円、高校生以下1,000円 ※当日500円増し

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月20日(木) 14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 安土文芸の郷　文芸セミナリヨ

費　　用 無料(自由席)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月7日(土) 10:30開演(10:10開場)

子 場　　所 安土文芸の郷　文芸セミナリヨ

費　　用 500円(保護者ひざ上の乳幼児は無料)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月20日(金) 13:30開演(13:00開場)

子 場　　所 安土文芸の郷　文芸セミナリヨ

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

内　　容

小さな頃から本物の音楽に触れてほしいと願い開催する
コンサート。出演：野村祐子(ピアノ)、山田惇加(ピア
ノ)

申込方法 窓口、電話、FAX、メール

内　　容

文芸セミナリヨ オルガン教室受講生による発表会です。
聞きなじみのある曲からオルガンの名曲などを演奏予定
です。

申込方法 窓口、電話、FAX、メール

問合せ先 安土文芸の郷　文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.137 オルガン教室発表会2020

対　　象 一般

申込期間 受付中

内　　容

小さな頃から本物の音楽に触れてほしいと願い開催する
コンサート。出演:岸田うらら(打楽器)、安永早絵子(打
楽器)、和田有隆(打楽器)

申込方法 窓口、電話、FAX、メール

問合せ先 安土文芸の郷　文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.136
ワンコインコンサート124「なんだこりゃ！前代
未聞の打楽器ワールドにレッツゴー♪」

対　　象 幼児～一般

申込期間 受付中

内　　容

年に一度の無料月!!　出演:うな重/古味亜紀(ヴァイオリ
ン)、上中あさみ(マリンバ)、かんのとしこ(アコーディ
オン)　コンサートの最後には「みんなで歌おう♪」の
コーナーがあります。

申込方法 当日窓口のみ

問合せ先 安土文芸の郷　文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.135
はつらつコンサート第236回「春マヂカ 美味シ
三重奏ノオトモノガタリ」

対　　象 一般

申込期間 当日9:00～整理券配布

内　　容

出演:宮西央子(ソプラノ)、津國直樹(バリトン)、城奈緒
美(パイプオルガン)、北村成美(ダンス)　曲目:J.S.バッ
ハ:コラール前奏曲「甘き喜びのうちに」、F.リスト:ア
ヴェ・マリア　ほか

申込方法 窓口、電話、FAX、メール

問合せ先 安土文芸の郷　文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.134 クリスマスコンサート2019～聖夜に舞う音～

対　　象 未就学児入場不可

申込期間 発売中

問合せ先 安土文芸の郷　文芸セミナリヨ TEL:0748-46-6507

No.133
ワンコインコンサート123 「クリスマスの夢☆
ピアノデュオのくるみ割り人形」

対　　象 幼児～一般

申込期間 受付中

内　　容

マリエートではリトミック教室を開講しています！親子
でピアノ演奏と歌声などの音楽に触れあいながら楽しく
身体を動かしましょう。

申込方法 電話

問合せ先 安土文芸の郷　あづちマリエート TEL:0748-46-2645

No.132 リズムに合わせて　リトミック

対　　象 0～3歳児までの親子

申込期間 開催日の前日の15時まで

内　　容

案内編コンピューターの中に作られた、織田信長の安土
城建設当時の様子をVRの特殊映像を使用して、散策・案
内します。操作編コントローラーを使用してVR映像の操
作体験ができます。

申込方法 電話

問合せ先 安土城天主　信長の館 TEL:0748-46-6512

No.131 タイムスリップツアー

対　　象 どなたでも

申込期間 先着順

内　　容

怒りとうまくつき合う方法について学んでいただきま
す。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 シニアジョブステーション滋賀 TEL:077-521-5421

No.130 生涯設計セミナー「アンガーマネジメント」

対　　象 概ね45歳以上の方

申込期間 前日まで(先着20名)

滋賀県婦人会館

安⼟城天主信⻑の館

あづちマリエート

文芸セミナリヨ
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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 1/18、1/25、2/1 各回13:00～14:30

場　　所 旧伴家住宅 第１教室

費　　用 有料(資料代)

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月22日(日) 第1部 13:30開演、第2部 15:30開演(開場は各部開演の15分前)

子 場　　所 近江八幡市文化会館　小ホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月4日(水)～12月8日(日)9:00～17:00(6日(金)は20:00、8日(日)は16:00まで)

場　　所 近江八幡市文化会館　小ホール 他

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月15日(日) 14:00開演(13:30～開場)

場　　所 近江八幡市文化会館　大ホール

費　　用 S席 3,000円　A席 2,500円　全席指定席

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月5日(日) 14:00開演(13:30～開場)

場　　所 近江八幡市文化会館　大ホール

費　　用 S席 3,000円　A席 2,500円　全席指定席

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第3土曜日 10:00～(3～5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1金曜日 10:30～ ※第1金曜日が休館日の場合は、第2金曜日に行います。

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

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.145 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

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.144 絵本の時間

対　　象 0～2歳

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.143 おはなし会

対　　象 3歳～小学生・保護者

申込期間 申込不要

内　　容

出演順:桂弥っこ、しん吉、団朝、南光　～中入～　ざこ
ば、月亭八方

申込方法 電話、窓口

問合せ先 近江八幡市文化会館 TEL:0748-33-8111

No.142 新春恒例　上方落語「桂米朝一門会」

対　　象 就学前のお子様の入場はご遠慮下さい。

申込期間 発売中(12月28日～1月4日は休館日です)

内　　容

繊細さとダイナミズムを兼ね備えた演奏をお楽しみくだ
さい。<プログラム>モーツァルト デュポールのメヌエッ
トによる9つの変奏曲ニ長調K.573、シューベルト 4つの
即興曲D935 作品142 第1番～第4番 ほか

申込方法 電話、窓口

問合せ先 近江八幡市文化会館 TEL:0748-33-8111

No.141 小山実稚恵ピアノリサイタル

対　　象 就学前のお子様の入場はご遠慮下さい。

申込期間 発売中

内　　容

近江八幡市および近隣市町の皆様から応募のあった絵
画、彫刻、陶芸などの工芸作品、書、写真の5部門の入
賞・入選作品約270点を展覧します。最終日には、審査員
による講評会も実施します。

申込方法 当日会場

問合せ先 近江八幡市役所　文化観光課 TEL:0748-36-5529

No.140 第64回近江八幡市美術展覧会

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

第1部(子ども向け) パプリカ、アニメメドレー、銀河鉄
道999、第九ブラスロック、恋はあせらず など。第2部
(大人向け) シャンソンメドレー、昭和メドレー、銀河鉄
道999、第九ブラスロック、恋はあせらず など。

申込方法 当日会場

問合せ先 近江八幡市文化会館 TEL:0748-33-8111

No.139 近江八幡吹奏楽団　ファミリーコンサート

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要 ※参加者多数の際は入場を制限させていただく事があります。

内　　容

第1回「豊臣秀次の生涯」講師:近江八幡市文化観光課
森山宗保、第2回「八幡山城と城下町」講師:近江八幡市
文化観光課　奈良俊哉、第3回「城主秀次と八幡町」講
師:近江八幡市文化観光課　烏野茂治

申込方法 電話、FAX

問合せ先 近江八幡市旧伴家住宅 TEL:0748-32-1877

No.138 近江八幡市文化財講座 全3回

対　　象 どなたでも

申込期間 先着順

旧伴家住宅

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
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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 毎月第2土曜日10時～(0～2歳)10時35分～(3～5歳)11時10分～(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 2月4日(火) 13:30～16:30

場　　所 近江八幡商工会議所　2階大ホール

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 12/12、1/19、2/13、3/12 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

期 日 等 12/7、12/14、1/11、1/18 13:30～15:00(13:00～受付)

場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　NPSセミナールーム

費　　用 各回200円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2月16日(日)、2月23日(日) 13:30～15:00(13:00～受付)

場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　NPSセミナールーム

費　　用 各回200円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月15日(日) 13:30～15:00

子 場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　会議室

費　　用 300円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 3月15日(日) 13:30～15:00

子 場　　所 滋賀県立安土城考古博物館　会議室

費　　用 500円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2月8日(土)～4月5日(日) 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　企画展示室

費　　用 企画展入館料(博物館HPをご覧下さい)

分　　野

文学・歴史

内　　容

第61回企画展「安土・桃山時代の近江展―琵琶湖文化館
収蔵品を中心に―」に関連して博物館講座を開催しま
す。 ※各回の講座内容は博物館HPをご覧ください。

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.150 企画展関連博物館講座

対　　象 一般

申込期間 申込不要

内　　容

本年は記念物保護制度が施行されて100周年にあたるた
め、これを記念して県内の代表的な史跡を解説します。
※各回の講座内容は博物館HPをご覧ください。

申込方法

No.148
2019年度 滋賀マザーズジョブステーションセミ
ナー(近江八幡)

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

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.149 連続講座2「近江の史跡」

対　　象 一般

申込期間 申込不要

「仕事へのスタンス、考え方」「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」をテーマに
セミナーを多数開催。詳細はHPを参照。

内　　容

文化財の宝庫である滋賀県。本県に伝来した文化財を多
数収蔵している琵琶湖文化館の収蔵品のなかから、安
土・桃山時代の優品にスポットをあててご紹介いたしま
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.153
第61回企画展「安土・桃山時代の近江展 ―琵琶
湖文化館収蔵品を中心に―」

対　　象 どなたでも

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。今回は、樹脂を使って、土器に残された
種子等の痕跡を調査します。

申込方法 電話(受付時間 9:00～16:00)

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.152 体験博物館「子ども学芸員」

対　　象 小学4年生～中学生(幼児の参加不可)

申込期間 2月15日～先着順

内　　容

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

申込方法 電話(受付時間 9:00～16:00)

問合せ先 滋賀県立安土城考古博物館 TEL:0748-46-2424

No.151 体験博物館「お正月飾りをつくろう」

対　　象 小学生～一般(小学校低学年の参加者は保護者と一緒に参加)

申込期間 11月15日～先着順

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

申込期間 各セミナーによる

当日会場

内　　容

内　　容

写真撮影のコツを学び、自身の農産物や加工品、料理な
どをより美味しそうに、魅力的に見せるスキルを身に付
けます。※事前にインスタグラムのアプリを取得したス
マホ、自身の農産物や食器などをお持ちください。

申込方法 所属、名前、住所(市町)、電話、FAX、メール、人数をご記入のうえFAX、メール

問合せ先 (株)地域計画建築研究所 FAX:06-6205-3601

No.147
滋賀県6次産業化実践研修 食べたい！買いた
い！スマホを使った写真撮影

対　　象 県内の農林漁業者や団体等

申込期間 1週間前まで

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.146 おはなし会

対　　象 0歳から小学生

申込期間 申込不要

近江八幡商工会議所

滋賀マザーズジョブステーション・近江八幡

滋賀県⽴安⼟城考古博物館

24



近江八幡市

４．近江八幡市で開催される講座・教室

期 日 等 12月7日(土) 10:00～12:00

場　　所 滋賀県立男女共同参画センター G-NETしが

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月25日(土) 13:30～15:30

場　　所 滋賀県立男女共同参画センター G-NETしが　ランチスペース

費　　用 1,300円程度

分　　野

政治・社会

内　　容

毎日の生活の中でコミュニケーションは欠かせないもの
です。「アドラー心理学」をもとに、子育てや家庭・職
場などにおけるコミュニケーション力を身につけて、心
地よい毎日を手に入れましょう！

申込方法 電話、メール

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

No.155
コミュニケーション力UPで生きる力をつけよ
う！

対　　象 どなたでも

申込期間 講座開催の1週間前まで

内　　容

パパは「パパと子どもで家事を楽しく講座」、ママは
「ママの育休後の仕事と生活のバランス講座」。後半は
お子様も合流し、マジックパパと一緒に育児について学
びながら親子で遊んで楽しい時間を過ごします。

申込方法 必要事項をご記入のうえ、メールまたはFAXにてお申し込みください。

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

No.154
パパと子で「ママの仕事応援」 親子で楽しむ家
事・育児

対　　象 滋賀県に在住・在勤で、育児に積極的に関わりたいと思っている男性と家族

申込期間 先着順

滋賀県⽴男⼥共同参画センター G-NETしが
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草津市

５．草津市で開催される講座・教室

期 日 等 コースにより異なる

場　　所 テクノカレッジ米原、テクノカレッジ草津(滋賀県立高等技術専門校)

費　　用 コースにより異なります

分　　野

技術・産業

期 日 等 1月20日、22日、27日、29日、2月3日、5日、6日、7日 

場　　所 県内の旅館およびホテル(大津市・草津市)

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 12月16日(月)～12月20日(金) 

場　　所 エイスクエアSARA 北館2階 多目的ホール

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 2月15日(土) 10:00～11:30

場　　所 草津宿街道交流館 2階研修室

費　　用 一般500円、街道交流館会員400円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12/12、1/9、2/6、2/20、3/5 

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 1月17日(金) 13:00～15:00

場　　所 滋賀県レイカディア大学　草津校

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 1/18、1/25、2/8、2/29、3/14、3/28 13:30～14:30

場　　所 滋賀県立障害者福祉センター

費　　用 受講料無料(スポーツ安全保険料が必要)

分　　野

くらし・健康

エイスクエアSARA

草津宿街道交流館

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 草津校

滋賀県⽴障害者福祉センター

No.161
レイカディア大学無料公開講座「びわ湖のおい
たちとそこにいた太古の動物たち」

対　　象 県内にお住まいの方(本学卒業生はご遠慮ください。)

申込期間 1月15日(水)まで

内　　容

私たちの琵琶湖がどのようにして生まれたのか？当時の
生き物は？等について学びます。講師:滋賀県立琵琶湖博
物館 館長　高橋啓一 氏

申込方法 電話、FAX、郵送

問合せ先 滋賀県レイカディア大学　草津校 TEL:077-567-3901

申込期間 12月20日(金)～先着50名

No.158 ＤＩＹ技能講習

申込期間 申込書に必要事項を記入し12月5日(木)までに郵送またはFAX

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
ため需要の見込まれるホームセンター業務に従事する際
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12月9日(月) 10:00～連合会事務所会議室にて面談会

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.159 くさつ・歴史発見塾第5回「旅のはなし」

対　　象 どなたでも

内　　容

テーマ:「旅のはなし」
講師:八杉淳(草津宿街道交流館 館長)

問合せ先

申込方法 電話、FAX、メール、もしくは窓口にて直接お申し込みください。

問合せ先 草津市立草津宿街道交流館 TEL:077-567-0030

No.160 2019年度セミナー

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

申込期間 日程により異なる

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

滋賀マザーズジョブステーション・草津駅前 TEL:077-598-1480

申込期間 11月19日～12月8日正午までの開所日　※郵送の場合は12月7日必着

内　　容

全国障害者スポーツ大会の種目でもあるフライングディ
スク競技の選手の発掘はもとより裾野を広げることを目
的とする。また、余暇活動の一環とする。

No.162 フライングディスク教室

対　　象 障害のある人(中学生以上)

No.157 旅館・ホテルスタッフ技能講習

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

問合せ先 滋賀県立障害者福祉センター TEL:077-564-7327

申込方法 FAX、郵送、窓口

対　　象 おおむね60歳以上の滋賀県内在住の方対象

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 TEL:077-564-3297

No.156
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

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
ため事業主団体等の協力を得て企画・開催する技能講習
会で旅館やホテルでの業務に従事する際に必要な知識・
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1月14日(火) 10:00～連合会事務所会議室にて面談会

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)

申込書に必要事項を記入し1月9日(木)までに郵送またはFAX

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

県内の旅館およびホテル(大津市・草津市)
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草津市

５．草津市で開催される講座・教室

期 日 等 1/18、1/25、2/8、2/29、3/14、3/28 15:00～16:00

場　　所 滋賀県立障害者福祉センター

費　　用 受講料無料(スポーツ安全保険料が必要)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月4日(水) 11:00～12:00

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　生活実験工房

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月7日(土)、14日(土)、15日(日)、21日(土)

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館

費　　用 常設展示観覧券が必要(中学生以下は無料)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月14日(土) 13:30～15:00

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　実習室2・生活実験工房

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月15日(日) 10:00～17:00

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　別館

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月21日(土) 13:30～、14:00～、14:30～(各回30分)

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　ディスカバリールーム

費　　用 常設展示観覧券が必要(中学生以下は無料)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月22日(日)、2月9日(日) 10:00～12:00

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　生活実験工房

費　　用 参加無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 1月2日(木)～19日(日) 9:30～17:00(入館は16:30まで)

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　アトリウム

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

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.168 生活実験工房　田んぼ体験

対　　象 どなたでも(ただし小学生以下は保護者同伴)

申込期間 当日受付(9:30～)、定員なし

内　　容

簡単に裂くことができる手ぬぐいや古布で、はさみを使
わず自分だけの「はたき」を作ってみよう！
(※はたきは1組につき1本になります。)

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

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 当日受付(10:30～)、定員 5名

No.167 ディスカバリールーム　 はたきをつくろう！

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(13:00～)、定員 各回3組

内　　容

田んぼの生きものを研究する様々な人たちが一堂に会し
て、さまざまな研究成果を発表します。今年のミニシン
ポジウムのテーマは「田んぼにはなぜ多様な生き物がす
むのか？」

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.166 第10回琵琶湖地域の水田生物研究会

対　　象 どなたでも(小学生以下は保護者同伴)

申込期間 当日随時受付

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。共催:(琵琶湖博物館はしかけ) 緑のく
すり箱

申込方法 当日会場

申込不要

内　　容

中・高生や一般楽団が滋賀への思いをお届けします。
12/7 11時～,14時～守山中・高校 吹奏楽部、12/14 11時
～,14時～吹奏楽団 木曜組、12/15 14時～打出中学校吹
奏楽部、12/21 12時～,14時～宮本妥子と仲間たちｳｨﾝﾀｰｺ

申込方法 当日会場

問合せ先

内　　容

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

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.165 わくわく探検隊　綿にふれてみよう！

対　　象 どなたでも(小学4年生以下は保護者同伴)

申込期間 当日受付(13:00～13:30)、定員 20名

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.164 季節の植物でアロマウォーターを作ろう！

琵琶湖博物館　アトリウムコンサート～私たち
が奏でる琵琶湖の響き～

対　　象 どなたでも

申込期間

滋賀県⽴琵琶湖博物館

No.163 リズムでダンス教室

対　　象 知的障害者(中学生以上)

申込期間 11月19日～12月8日正午までの開所日　※郵送の場合は12月7日必着

内　　容

音楽に合わせて楽しく体を動かすことで運動量を確保
し、体力の維持向上と社会参加の促進を図る。

申込方法 FAX、郵送、窓口

問合せ先 滋賀県立障害者福祉センター TEL:077-564-7327

No.425

滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.426 2020干支展　ねずみ！子！ネズミ！！

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

2020年はねずみ年！ネズミのイメージってどんなの？滋
賀のねずみ大集合。ねずみにまつわる滋賀の地名や植物
も紹介します。

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

内　　容

水稲とくらしに関する体験です。12月22日(日)しめ縄づ
くり、2月9日(日)わら細工

申込方法 当日会場
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草津市

５．草津市で開催される講座・教室

期 日 等 1月11日(土) 11:00～12:00

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　アトリウム

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 1月11日(土) 13:30～15:00

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　実習室2・C展示室

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 1月12日(日) 13:30～15:00

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　ディスカバリールーム・屋外展示・生活実験工房

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 1月19日(日)～2月16日(日) 9:30～17:00(入館は16:30まで)

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　企画展示室

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 1/25、2/22、3/28 13:30～15:50

場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　セミナー室

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 1月28日(火)～2月2日(日)

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　ディスカバリールーム

費　　用 常設展示観覧券が必要(中学生以下は無料)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月8日(土) 13:30～15:00

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　実習室2・C展示室

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 2月26日(水)～3月3日(火) 9:30～16:30

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　ディスカバリールーム

費　　用 常設展示観覧券が必要(中学生以下は無料)

分　　野

芸術・伝統

内　　容

折り紙でおひなさまを作ります。

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.176
ディスカバリールーム　 おひなさまをつくろ
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 開催期間中は随時受付　定員なし

内　　容

骨博士から骨についてのお話を聞き、普段あまり目にす
ることのない骨を実際に見たり触ったりします。共
催:(琵琶湖博物館はしかけ)びわたん・ほねほねクラブ

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.175 わくわく探検隊　 骨にふれてみよう！

対　　象 どなたでも(小学4年生以下は保護者同伴)

申込期間 当日受付(13:00～13:30)、定員 20名

内　　容

折り紙でオニの顔を折ってみよう！

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.174
ディスカバリールーム　節分☆オニのお面をつ
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 開催期間中は随時受付　定員なし

内　　容

古代湖琵琶湖の400万年のものがたりについて、湖の生き
物・大地・気候という3つのテーマの最新の研究成果を紹
介し、現在の私たちとの暮らしとの関係性についてもお
伝えします。

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

No.173
新琵琶湖学セミナー「湖の400万年と私たち -変
わる大地・気候・生き物-」(全3回)

対　　象 高校生以上　定員 各回70名(1回のみの参加も可能)

申込期間 12月頃～　各回、定員になり次第受付終了

申込期間 当日受付(13:00～13:30)、定員 20名

内　　容

自分がすごろくのコマになって、ダムにまつわる巨大す
ごろくのゴールを目指そう。参加者にはすごろくシート
をプレゼント。
共催:治水・利水・を学ぶ・楽しむ実行委員会

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.169 人間コマでダムすごろく！

対　　象 どなたでも(小学4年生以下は保護者同伴)

申込期間 当日受付(10:30～)、定員なし

内　　容

屋外展示の森に、森の宝物を探しにいこう！見つけた宝
物はメッセージカードをつけてディスカバリールームに
展示するよ。

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.171 ディスカバリールーム　森の宝物を探そう！

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(13:00～)、定員 12組

内　　容

琵琶湖を訪れる水鳥について博士からお話を聞き、屋上
広場から双眼鏡や望遠鏡で観察します。
共催:(琵琶湖博物館はしかけ)びわたん

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

No.170 わくわく探検隊　 水鳥を観察しよう！

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

滋賀県内の8つの企業が取り組むトンボの保全活動を紹介
します。
主催:生物多様性びわ湖ネットワーク
共催:滋賀県立琵琶湖博物館

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.172
ギャラリー展示　トンボ１００大作戦 －滋賀の
トンボを救え－

対　　象 どなたでも
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草津市

５．草津市で開催される講座・教室

期 日 等 3月8日(日) 13:30～15:30(13:00～受付)

場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　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 3月14日(土) 13:30～15:00

子 場　　所 滋賀県立琵琶湖博物館　実習室2・水族展示室

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 12月8日(日) 19:00開演

場　　所 草津クレアホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月22日(日) 15:00開演(14:30～開場)

場　　所 草津クレアホール

費　　用 大人3,500円、子ども(高校生以下)2,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月8日(土) 13:00開演(13:30～開場)

場　　所 草津クレアホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月12日(日) 14:00～14:40 (毎月不定期で開催しています。)

子 場　　所 草津市立市民交流プラザ

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月3日、10日、17日、24日 10:00～11:00

場　　所 草津市立市民交流プラザ

費　　用 お申込み日より残回分×1,000円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月17日(火) 15:00～17:00、1月17日(金) 15:00～17:00、19:00～21:00(全3回)

子 場　　所 草津市立市民交流プラザ

費　　用 各回 大人1,500円、子ども100円(中学生以下)、未就学児無料

分　　野

芸術・伝統

対　　象 どなたでも

サウンドフリークがつなげる『市民がつくるクレアロ
ビーコンサート』。第4回目となる今回は、地元在住のプ
ロ・横山 貴生氏をむかえビッグバンドでお届けします！

申込方法 当日会場

問合せ先 草津クレアホールアートセンター TEL:077-561-6100

申込期間 申込不要

No.179 市民がつくる クレアロビーコンサート Vol.4

内　　容

内　　容

「日立の樹」9代目CMソングで知られるアカペラグループ
「INSPi」リーダー杉田篤史さんを講師に迎え、グループ
ワークのための調和を歌いながら学ぶワークショップで
す。

申込方法 電話、窓口、インターネット

問合せ先 草津市立市民交流プラザ TEL:077-567-2355

No.184 hamo-labo草津(ハモラボ草津)

対　　象 どなたでも(未就学児同伴可)

申込期間 受講日当日開始前まで(各回定員最大25名、先着順)

内　　容

だれでもできるココロとカラダの調整法「ヨガ」是非ご
一緒しましょう！効能:肩こり、頭痛、腰痛、自律神経不
調、不眠、肥満、冷え性改善。講師:坂井 のりこ 先生

申込方法 電話、窓口、インターネット

問合せ先 草津市立市民交流プラザ TEL:077-567-2355

No.183 ヨガ健幸講座

対　　象 20歳以上の男女

申込期間 受講日当日開始前まで

内　　容

発表者が自分で選んだ「おすすめ本」一冊を限られた持
ち時間の中、プレゼンテーションと参加者全員でディス
カッションするコミュニケーションゲームです。

申込方法 インターネット

問合せ先 草津市立市民交流プラザ TEL:077-567-2355

申込期間 発表者:各日先着5名、観覧:申込不要

問合せ先 草津クレアホールアートセンター TEL:077-561-6100

No.181 第4回クレアブラスフェスティバル

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

草津市内の中学・高校・大学の吹奏楽部やジャズバン
ド、市内を拠点とする一般ブラスバンドが一堂に会し、
パワフルなステージを繰り広げます！ブラスの祭典をぜ
ひお楽しみください♪

申込方法 当日会場

No.182 まいにちビブリオバトル

対　　象 どなたでも

No.180
クリスマスファミリーコンサート ～オーケスト
ラで聴くジブリ音楽～

対　　象 どなたでも

申込期間 発売中

内　　容

No.177 はしかけ登録講座(3月)

対　　象 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 当日受付(13:00～)、定員なし

内　　容

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

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

スタジオジブリのアニメ映画音楽を、木村 弓、井上 あ
ずみ、本名 陽子が歌い、Ｎ響団友オーケストラが奏でま
す。ぜひご家族お揃いで、楽しいクリスマスコンサート
をお楽しみください♪♪

申込方法 プレイガイド、窓口

問合せ先 草津クレアホールアートセンター TEL:077-561-6100

No.178 わくわく探検隊　お魚モビールを作ろう！

対　　象 どなたでも(小学4年生以下は保護者同伴)

申込期間 当日受付(13:00～13:30)、定員 20名

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 当日会場

問合せ先 滋賀県立琵琶湖博物館 TEL:077-568-4811

草津クレアホール

草津市⽴市⺠交流プラザ
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草津市

５．草津市で開催される講座・教室

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

期 日 等 12月7日(土) 10:00～11:30

場　　所 草津市立市民交流プラザ　大会議室

費　　用 一般500円、街道交流館会員400円

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 12月7日(土) 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 12月7日(土)、3月14日(土) 14:00～16:00

子 場　　所 草津市立図書館

費　　用 無料

分　　野

その他

期 日 等 12月14日(土)、3月14日(土) 11:00～11:45

子 場　　所 草津市立図書館

費　　用 無料

分　　野

その他

内　　容

人形劇など

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.192 こどものつどい

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

図書館に絵本や写真集、料理本の表紙を並べたひろばを
作り、読みたい本を自由に読んで読書の楽しさを感じて
もらう。

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.191 絵本のひろば

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

絵の本あれこれ研究家の加藤啓子さんによる絵本のひろ
ば講座。

申込方法 電話、窓口

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.190 子ども読書講演会

対　　象 どなたでも

申込期間 11月7日(木)～先着順

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.189 ブックトークの会

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

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.188 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.187 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

テーマ:お城のはなし「城郭考古学から見た信長の城」
講師:千田嘉博 氏(城郭考古学者)

申込方法 電話、FAX、メール、もしくは窓口にて直接お申し込みください。

問合せ先 草津市立草津宿街道交流館 TEL:077-567-0030

No.186 くさつ・歴史発見塾第4回「お城のはなし」

対　　象 どなたでも

申込期間 先着80名

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.185 おはなし会

対　　象 乳幼児から小学生低学年ぐらいまで

申込期間 申込不要

草津市⽴図書館
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草津市

５．草津市で開催される講座・教室

期 日 等 1月5日(日)、1月6日(月) 10:00～18:00

子 場　　所 草津市立図書館

費　　用 無料

分　　野

その他

期 日 等 2月2日(日) 14:00～15:30

場　　所 草津市立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

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

子 場　　所 草津市立図書館 1階 絵本コーナー

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 第1・3・4・5土曜日 14:30～15:00

子 場　　所 草津市立南草津図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 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

期 日 等 12月14日(土) 14:30～15:15

子 場　　所 草津市立南草津図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

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

子 場　　所 草津市立南草津図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 1月5日(日)～1月7日(火)10:00～終日(なくなり次第終了) ※1/6(月)は休館日です

子 場　　所 草津市立南草津図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

内　　容

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

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立南草津図書館 TEL:077-567-0373

No.200 図書館福袋

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

図書館の本についてのクイズに答えると素敵な参加賞が
もらえます。

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立南草津図書館 TEL:077-567-0373

No.199 南草津図書館クリスマス・クイズラリー

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

わらい袋さんによるビックリ寸劇 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.198 こどものつどい

対　　象 どなたでも

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.197 木曜おはなしのじかん

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の開き読み

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立南草津図書館 TEL:077-567-0373

No.196 おはなしのじかん

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の開き読み、手遊びなど

申込方法 当日会場

内　　容

絵本の読み聞かせや紙芝居等のおはなし会です。

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.195 おはなしのじかん

対　　象 乳幼児から小学生低学年ぐらいまで

申込期間 申込不要

内　　容

滋賀県在住の小説家・今村翔吾さんによる講演会。

申込方法 ＦＡＸ、郵送、直接窓口、メール

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.194 市民講座

対　　象 一般

申込期間 12月16日(月)～1月12日(日) ※12/28～1/4まで年末年始のため休館

内　　容

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

申込方法 当日会場

問合せ先 草津市立図書館 TEL:077-565-1818

No.193 図書館福袋

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

草津市⽴南草津図書館
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守山市

６．守山市で開催される講座・教室

期 日 等 12月21日(土) 9:30～11:00

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(資料・飲み物代)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月7日(土) 10:00～11:30

場　　所 オリーブ守山保育園　別棟2F

費　　用 1回500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月9日(月) 10:00～12:00　以降毎月第2月曜

子 場　　所 オリーブ守山保育園　別棟2F

費　　用

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月14日(土) 10:30～11:30

場　　所 オリーブ守山保育園　別棟2F

費　　用 1作品500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月25(土) 9:30～11:30、3月29日(日) 10:00～12:00

子 場　　所 みさき自然公園

費　　用 1月25日:100円、3月29日:無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 12/18、1/15、2/19、3/18 13:00～14:00

場　　所 滋賀県立総合病院 ※1/15のみ守山市立図書館での開催です。

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12/17、1/22、2/18、3/10 13:30～14:30(1月は14:30～15:30)

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 12月26日(木) 10:00～12:00

場　　所 守山市民ホール 学習室1

費　　用 3,000円

分　　野

芸術・伝統

内　　容

毎年人気のシニアカルチャーです。楽しい仲間と声掛け
合って参加しませんか。第5講座ではお正月を華やかにす
るフラワーアレンジメントを作ります。

申込方法 受講料を添えて直接窓口にお申し込み願います。

問合せ先 守山市民ホール TEL:077-583-2532

No.208
シニアカルチャー教室2019 第5講座「フラワー
アレンジメント」

対　　象 シニア向け

申込期間 ～12月19日(木)まで先着順

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.207 2019年度　健康教室

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

守⼭市⺠ホール

内　　容

滋賀県立総合病院では「がんの病態、標準的治療法等が
ん診療及びがんの予防・早期発見等に関する一般的な情
報の提供」の一環としてがん教室を開催します。

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) 総務課 TEL:077-582-5031

No.206 がん教室「まなびや」

対　　象 がん患者ご本人、ご家族

申込期間 申込不要

内　　容

1月25日:ヨシ細工体験(うぐいす笛、ヨシペン、ヨシの額
飾り作りなど)、3月29日:化石とあそぼう5 石になった木
の葉、植物化石

申込方法 電話

問合せ先 美崎公園パークセンター  TEL:077-585-4280

滋賀県⽴総合病院

No.205 自然体験教室

対　　象 幼児～一般(幼児は保護者同伴)

申込期間 実施日の3日前まで

内　　容

フラワーアレンジで新年を迎えるしめなわづくりをしま
しょう♪

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 NPO法人オリーブの実 TEL:077-514-1129

No.204 しめ縄作り

対　　象 どなたでも

申込期間 随時

みさき自然公園

内　　容

グループづくりやリフレッシュなど保育士、看護師と
いっしょに！(1/13(月)は祝日の為1/14(火)開催)

申込方法 電話

問合せ先 NPO法人オリーブの実 TEL:077-514-1129

No.203 子育てオリーブルーム

対　　象 0歳～2歳児、未就園児と保護者

申込期間 3日前まで

内　　容

小児期の感染症(秋から冬にかかりやすい病気)について
の勉強会を開催します。講師は県小児医療センターで長
年看護師として携わり、現在はオリーブ守山保育園園長
でもある長谷川です。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 NPO法人オリーブの実 TEL:077-514-1129

No.202
子どもの発達や体調不良時のケアについての勉
強会

対　　象 どなたでも

申込期間 随時

内　　容

健康障害を持つ子どもへの看護師・保育士教諭の役割と
連携について。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 NPO法人オリーブの実 TEL:077-514-1129

No.201 看護師や保育士・教諭のための勉強会

対　　象 看護師や保育士・教諭など

申込期間 随時

オリーブ守⼭保育園
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守山市

６．守山市で開催される講座・教室

期 日 等 12月15日(日) 14:00～15:40

場　　所 守山市民ホール 小ホール

費　　用 800円(25歳以下は500円)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月11日(土)、2月16日(日) 14:00～15:00

場　　所 守山市民ホール 小ホール

費　　用 500円(全席自由)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月22日(日) 14:00開講(13:15開場)

場　　所 守山市民ホール 大ホール

費　　用 2,980円

分　　野

その他

期 日 等 毎月第1、第3土曜日10:00～11:50

場　　所 守山市民交流センター(さんさん守山)※守山市役所向かい

費　　用 200円/年(教材費)

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月26日(木) 10:00～11:30、1月18日(土) 10:00～11:30

子 場　　所 守山市陽なた村(石田町)　ほっこり洞

費　　用 12/26:500円+材料費200円、1/16:500円+材料費300円

分　　野

くらし・健康

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 1月19日(日) 14:00～15:30

場　　所 守山市立図書館 つながる森 多目的室

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 2月28日(金) 10:00～12:00

場　　所 大庄屋諏訪家屋敷

費　　用 1,000円

分　　野

芸術・伝統

内　　容

毎年人気のシニアカルチャーです。楽しい仲間と声掛け
合って参加しませんか。第7講座ではがま口ポーチを作り
ます。※当初予定されていた2/21(金)は、定員に達した
ため、追加で2/28(金)をご用意いたしました。

申込方法 受講料を添えて直接窓口にお申し込み願います。

問合せ先 守山市民ホール TEL:077-583-2532

No.216 シニアカルチャー教室2019 第7講座「手芸」

対　　象 シニア向け

申込期間 先着順

内　　容

「子どもたちに生きる勇気と喜びを - 私の児童文学」

申込方法 電話

問合せ先 守山市立図書館 TEL:077-583-1639

No.215 国松俊英さん講演会

対　　象 どなたでも

申込期間 12月15日(日)から受付

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.214 おはなし会

対　　象 親子

申込期間 申込不要

内　　容

12/26 集中力アップ！「お習字にチャレンジ！」 ﾅﾋﾞｹﾞｰ
ﾀｰ:田中治男さん、1/18 「新春！招き猫を描こう！」 ﾅ
ﾋﾞｹﾞ-ﾀｰ:日本画家　草笛由美子さん

申込方法 名前・学年・電話番号・住所・メールアドレスを明記のうえFAX、またはメール

問合せ先 NPO法人子育て研究会 FAX:077-577-3335 MAIL:kosodate@fmc-pair.jp

No.213
陽なた村チャレンジキッズ倶楽部2019 専門家に
学ぶ本物体験

対　　象 子ども向け

申込期間 先着順

内　　容

外国からきた方むけに、レベルや目的に合わせて日本語
のグループ学習をしていきます。

申込方法 当日会場

問合せ先 守山市国際交流協会 TEL:077-583-4653

守⼭市陽なた村

No.212 守山日本語教室

対　　象 日本語の勉強をしたい外国の方

申込期間 申込不要

内　　容

演題:「2020年　日本経済を展望する」　講師:慶應義塾
大学名誉教授、東洋大学教授　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

守⼭市⺠交流センター

No.211 守山市民カレッジ2019 第5講 竹中平蔵

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

中山道守山宿は中山道67番目の宿場で、京都を出発した
旅人の多くが、最初に泊まる宿場として多くの旅籠で賑
わいました。守山の歴史や史跡、伝承にちなんだコン
サートです。

申込方法 窓口

問合せ先 守山市民ホール TEL:077-583-2532

No.210
中山道守山宿　旅への誘いコンサートvol.9、
vol.10

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.209 ルシオール音楽塾 第18回 シューベルトの歌曲

対　　象 未就学児の入場はご遠慮願います。

申込期間 先着順

守⼭市⽴図書館

大庄屋諏訪家屋敷
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栗東市

７．栗東市で開催される講座・教室

期 日 等 指定の日曜日 13:30～15:00

子 場　　所 栗東自然観察の森

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 指定の日曜日 13:30～14:00(4月～11月は10:30～11:00)

子 場　　所 栗東自然観察の森

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 指定の日曜日 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 基本毎週木曜日(月4回)

子 場　　所 栗東運動公園テニスコート

費　　用 2,000円/月

分　　野

くらし・健康

期 日 等 基本毎週水曜日 13:30～15:00(雨天中止、祝祭日は開催しません)

場　　所 栗東運動公園テニスコート

費　　用 300円/1回(午前のはじめてのテニスに参加の方は100円引き)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 12月～3月 10:00～11:30 ※詳しくは内容参照

場　　所 栗東運動公園テニスコート

費　　用 300円/1回

分　　野

くらし・健康

期 日 等 基本毎週木曜日 13:30～15:00 (12月は開催しません。祝日、休館日は開催しません)

場　　所 栗東市民体育館

費　　用 300円/1回(午前のはじめてのピンポンに参加の方は100円引き)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 コースにより異なる。詳しくは内容参照

場　　所 栗東市民体育館

費　　用 300円/1回

分　　野

くらし・健康

内　　容

全く卓球をやったことがない。『初心者の方でも楽しめ
る』アットホームな卓球教室です！基本毎週火曜日9:00
～10:30、10:30～12:00、毎週水曜日13:30～15:00、毎週
木・金曜日10:00～11:30 ※祝日などは開催なし

申込方法 窓口

問合せ先 栗東市民体育館 TEL:077-553-4321

No.224 はじめてのピンポン

対　　象 初心者～初級者レベルの方

申込期間 随時

No.222 はじめてのテニス

対　　象 初心者～初級者レベルの方

申込期間 随時

内　　容

テニスがもっと上手になりたい。『中級者の方が楽しめ
る』アットホームなテニス教室です!

申込方法 窓口

問合せ先 栗東市民体育館 TEL:077-553-4321

No.221

内　　容

卓球がもっと上手になりたい。『中級者以上の方が楽し
める』卓球教室です！

申込方法 窓口

問合せ先 栗東市民体育館 TEL:077-553-4321

No.223 ステップアップ・ピンポン

対　　象 中級者以上の方<初心者は不可>

申込期間 随時

内　　容

まったくテニスをやったことがない。『初心者の方でも
楽しめる』アットホームなテニス教室です! 12月 基本毎
週水・金曜日、1～3月 基本毎週水曜日 10:00～11:30(雨
天中止、祝祭日は開催しません)

申込方法 窓口

問合せ先 栗東市民体育館 TEL:077-553-4321

ステップアップ・テニス

対　　象 中級者以上の方<初心者は不可>

申込期間 随時

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.218 親子観察会

対　　象

内　　容

まったくテニスをやったことがないお子様にオススメ！
Tennis Team AATPの協力の下、初心者の方でも楽しめる
ジュニアテニス教室を開講！

申込方法 窓口

問合せ先 栗東市民体育館 TEL:077-553-4321

No.220 ジュニアテニス教室

対　　象 小学2年生～小学6年生

申込期間 随時

問合せ先 栗東自然観察の森 TEL:077-554-1313

No.219 ミニクラフト

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

No.217 自然観察会

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

当日会場

小学校低学年までとその保護者

申込期間 申込不要

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

内　　容

栗東⾃然観察の森

栗東運動公園テニスコート

栗東市⺠体育館

34



栗東市

７．栗東市で開催される講座・教室

期 日 等 指定の火曜日(月2回) 10:30～11:30

場　　所 栗東市民体育館

費　　用 200円/1回

分　　野

くらし・健康

期 日 等 基本毎週木曜日(月3～4回) 13:15～14:30

場　　所 栗東市民体育館　会議室

費　　用 500円/1回

分　　野

くらし・健康

期 日 等 指定の木曜日 15:00～16:00 ※詳しくは内容参照

子 場　　所 栗東市民体育館　第2アリーナ

費　　用 各期6,000円(12回分、傷害保険料込)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 基本毎週水曜日(月4回) 18:00～20:00

子 場　　所 栗東市民体育館　第一アリーナ

費　　用 2,000円/月

分　　野

くらし・健康

期 日 等 基本毎週水曜日(月3～4回) 12:00～13:00

場　　所 治田西スポーツセンター

費　　用 300円/1回

分　　野

くらし・健康

期 日 等 基本毎週土曜日(月3～4回) 10:00～11:10

場　　所 十里体育館

費　　用 300円/1回

分　　野

くらし・健康

期 日 等 毎週水曜日10:00～11:30 毎週金曜日13:30～15:00(祝日、休館日は開催しません)

場　　所 栗東市野洲川体育館

費　　用 300円/1回

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月7日～3月17日 コースにより指定の火・水・木曜 15:00～15:50、16:10～17:00

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館

費　　用 9,000円(10回分)＋保険料800円

分　　野

くらし・健康

どなたでも

申込期間 随時

内　　容

幼児期に高まるとされる巧緻性等の能力を向上させる運
動を取り入れ、体操器具や体操施設を使った多彩な遊び
や技を取り入れ運動の楽しさを体験する教室です。

申込方法 往復はがきで申込み

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.232 幼児体操教室

対　　象 幼児

申込期間 12月7日(土)まで

内　　容

全く卓球をやったことがない。『初心者の方でも楽しめ
る』アットホームな卓球教室です！

申込方法 窓口

問合せ先 栗東市野洲川体育館 TEL: 077-553-1006

内　　容

誰でもできる簡単ストレッチ教室です。

申込方法 窓口

問合せ先 治田西スポーツセンター TEL:077-554-0169

No.229 かんたんストレッチ2019

対　　象 どなたでも

申込期間 随時

内　　容

目指せ！2024年 滋賀国スポ！身体を目一杯動かす楽し
さ、バランス感覚、瞬発力、持久力、柔軟性を養い、小
学生の時期に成長が期待される要素をレスリングを通じ
て培います。

申込方法 窓口

問合せ先 栗東市民体育館 TEL:077-553-4321

治⽥⻄スポーツセンター

No.228 ジュニアレスリング教室

対　　象 小学1年生～小学6年生

申込期間 随時

内　　容

身近な道具を使って、「走る」「投げる」「跳ねる」な
ど基礎的な動作からスポーツに必要な運動神経を培う教
室です。12月19日,2020年1月9,16,23,30日,2月
6,13,20,27日,3月5,12,19日(全12回)

申込方法 受講料、印鑑をお持ちの上、窓口または電話での先着順。(窓口優先)

問合せ先 栗東市民体育館 TEL:077-553-4321

No.227 ジュニアなんでも運動教室(後期)

対　　象 年少児～年長児(2019年度4～6歳になる児童)

申込期間 12月6日(金) 9:00～受付開始

申込期間 随時

内　　容

「年齢とともに体力の衰えを実感…」　「忙しい日々の
生活に追われ、運動不足…」そんな方にオススメ！無理
なく続けられる簡単で効果的な運動を指導し、健康で活
き活きと暮らせる身体づくりを目指します。

申込方法 窓口

問合せ先 栗東市民体育館 TEL:077-553-4321

No.226 いきいき運動教室

対　　象 どなたでも

申込期間 随時

内　　容

初心者でも楽しめる体操教室です。

申込方法 窓口

問合せ先 栗東市民体育館 TEL:077-553-4321

No.225 すっきり体操

対　　象 どなたでも

⼗⾥体育館

栗東市野洲川体育館

滋賀県⽴栗東体育館

内　　容

誰でもできる簡単ストレッチ&エアロビクス教室です。

申込方法 窓口

問合せ先 十里体育館 TEL:077-553-1701

No.230 かんたんエアロ&ストレッチ2019

対　　象

No.231 はじめての卓球・やすぽん

対　　象 初心者～初級者レベルの方

申込期間 随時
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栗東市

７．栗東市で開催される講座・教室

期 日 等 1月8日～3月11日 指定の水曜日 10:00～10:50

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館

費　　用 親子で11,000円(10回分)+保険料2,650円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月9日～3月12日 指定の木曜日 ①9:50～10:50、②11:00～12:00

場　　所 滋賀県立栗東体育館

費　　用 9,000円(10回分、保険料込）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月10日～3月13日 指定の金曜日 16:00～16:45

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館

費　　用 11,000円(10回分、保険料込）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月10日～3月13日 指定の金曜日 ①17:10～18:00、②18:20～19:10

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館

費　　用 11,000円(10回分、保険料込）

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月10日～3月13日 指定の金曜日 19:40～20:40

場　　所 滋賀県立栗東体育館

費　　用 12,000円(10回分、保険料込)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月11日～3月14日 指定の土曜日 8:45～9:45

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館

費　　用 9,000円(10回分)＋保険料800円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月11日～3月15日 コースにより指定の土・日曜日 8:45～9:45、9:50～10:50

子 場　　所 滋賀県立栗東体育館

費　　用 9,000円(10回分)＋保険料800円

分　　野

くらし・健康

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

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.240 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

小学生を対象にトランポリンを用いて空間認識能力、体
幹などを鍛えることにより、トランポリン競技だけでな
く、他の競技にも必要な神経系の発達を促進させるとと
もに、体力の向上を図ります。

申込方法 往復はがきで申込み

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.239 トランポリン教室

対　　象 小学生

申込期間 12月7日(土)まで

内　　容

学童期は、運動能力・バランス感覚の基礎が作られる時
期であり、運動を通して体を動かす楽しさを感じてもら
う教室です。

申込方法 往復はがきで申込み

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.238 小学生体操教室

対　　象 小学生　1～4年生

申込期間 12月7日(土)まで

内　　容

ダンス初心者でも簡単に始められ、エクササイズをしな
がらダンスを身につけるよう指導。また、学校等で子供
たちに正しいダンスを指導できるようアドバイスもしま
す。

申込方法 往復はがきで申込み

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.237 avex ダンスプログラム(DANCERCIZE)

対　　象 一般(初心者及び教員の方にもおすすめ)

申込期間 12月7日(土)まで

内　　容

avexの楽曲を使った振付を楽しみながら表現力や柔軟
性、バランスを育みダンスの基本を学んでいきます。

申込方法 往復はがきで申込み

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.236 avex ダンスプログラム(DANCEBOX①、②)

対　　象 ①小学1～3年生、②小学4～中学生

申込期間 12月7日(土)まで

3～4歳児とその保護者

申込期間 12月7日(土)まで

内　　容

avexオリジナルツールを使ったダンスで、頭の先から足
の先まで動かした全身運動、表現力や柔軟性、バランス
を育みます。

申込方法 往復はがきで申込み

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.235 avex ダンスプログラム(bambeat!)

対　　象 4～5歳児

申込期間 12月7日(土)まで

内　　容

姿勢、呼吸、瞑想を主としたエクササイズ。筋肉をゆる
め血液やリンパの流れを促し自然治癒を取り戻し体質改
善、姿勢改善、骨盤矯正を行う。生活習慣病予防および
健康・体力づくりの習慣化を図る。

申込方法 往復はがきで申込み

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

栗東市⽴図書館

No.234 ヨガ教室

対　　象 一般(継続者優先となります)

申込期間 12月7日(土)まで

内　　容

3,4歳児とその保護者が共にふれあい、運動の楽しさを味
わいながら、体力向上を図ります。

申込方法 往復はがきで申込み

問合せ先 滋賀県立栗東体育館 TEL:077-551-1030

No.233 親子ふれあい体操教室

対　　象
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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 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 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

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.243 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

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.242 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 栗東市立図書館 TEL:077-553-5700

No.241 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

栗東市⽴栗東⻄図書館
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甲賀市

８．甲賀市で開催される講座・教室

期 日 等 12月15日(日)まで 10:00～17:00(入館は16:00まで)

場　　所 MIHO MUSEUM

費　　用 一般1,100円、高・大生800円、小・中生300円(20名以上の団体は各200円割引)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月8日(日) 10:30～12:00(所要時間20～30分)

子 場　　所 MIHO MUSEUM

費　　用 200円(フレーム代含まず)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月8日(日) 13:30～16:00

子 場　　所 MIHO MUSEUM

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 12月8日(日)、12月15日(日) 13:15～、14:30～(所要時間約30～40分)

場　　所 MIHO MUSEUM

費　　用 無料(入館料要)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月8日(日) 14:00～14:30

子 場　　所 MIHO MUSEUM 南レクチャーホール

費　　用 無料(入館料要)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月15日(日) 14:00～14:00

子 場　　所 MIHO MUSEUM 南レクチャーホール

費　　用 無料(入館料要)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月15日(日) 13:00～14:30

子 場　　所 MIHO MUSEUM 美術館棟

費　　用 子どもは無料、引率者は2名まで無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月19日(木) 14:00～16:00

場　　所 あいこうか市民ホール

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

内　　容

皆さんの「ストレス」をチェックして、上手に向き合っ
ていく方法を学んでいただきます。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 シニアジョブステーション滋賀 TEL:077-521-5421

No.251
生涯設計セミナー「ストレスとうまく向き合う方
法」

対　　象 概ね45歳以上の方

申込期間 前日まで(先着20名)

内　　容

・美術品に関連したクイズや劇など　・館内探検ツアー
・ぬりえなどのワークショップ　など ※内容は、展覧会
毎に変更いたします

申込方法 日程,代表者名,連絡先,学年と人数(子供),引率者数を記載し、メールまたはFAX

問合せ先 MIHO　MUSEUM TEL:0748-82-3411

No.250 わくわくミュージアム 美術品と友だちになろう！

対　　象 5才～高校生

申込期間 先着20名程度

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.249 ストーリーテリング『燃燈仏授記図浮き彫り』

対　　象 子どもから大人まで

申込期間 申込不要

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.248 ストーリーテリング「壺中の天」

対　　象 子どもから大人まで

申込期間 申込不要

内　　容

当館スタッフが、「隼頭神像」や「モザイク画」などの
名品の前で、その歴史的背景や作者の思いなどを分かり
やすく解説しながら展示室を巡ります。壮大にして神秘
的な世界のお話を、どうぞお楽しみください。

申込方法 当日会場

問合せ先 MIHO　MUSEUM TEL:0748-82-3411

No.247 常設展示美術品解説ツアー

対　　象 日本語が理解できる方

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.246
子どものアトリエ　本物の美術品を見てから、じっ
くり作品作り！古代アッシリアのレリーフ

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

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.245
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

桃山時代から茶陶として茶人に愛された古備前の名品に
始まり、その継承と復興を果たし、新たな作風に挑む近
代、現代の備前作家の作品までを一堂に展覧し、時代を
超えた備前焼の魅力を紹介します。

申込方法 当日会場

問合せ先 MIHO　MUSEUM TEL:0748-82-3411

No.244
秋季特別展「The 備前 -土と炎からうまれる造
形美」

対　　象 一般

申込期間 申込不要

MIHO MUSEUM

あいこうか市⺠ホール
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甲賀市

８．甲賀市で開催される講座・教室

期 日 等 毎週金曜日 19:30～20:30(月4回)

場　　所 あいの土山文化ホール

費　　用 4,000円(月4回)または1回 1,200円

分　　野

くらし・健康

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 基本第4日曜日 14:00～

子 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 12月21日(土) 

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

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.259 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

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.258 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

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.257 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・紙しばい など

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.256 クリスマスおはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

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

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市甲賀図書情報館 TEL:0748-88-7246

No.255 日曜映画会

対　　象 こども向けと一般向けとを交互に上映予定です。

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし・絵本･紙芝居・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.254 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

絵本・紙芝居・手あそび

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市甲賀図書情報館 TEL:0748-88-7246

No.253 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

冷え、病気予防、ストレス解消、脂肪燃焼促進。ヨガを
始めてみませんか？ 講師:福田美和(新国際ヨガ協会IS
コース終了)

申込方法 窓口

問合せ先 あいの土山文化ホール TEL:0748-66-1602

No.252 ナチュラルヨガ教室

対　　象 16歳以上の方

申込期間 随時

あいの土山文化ホール

甲賀市甲賀図書情報館

甲賀市甲南図書交流館
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甲賀市

８．甲賀市で開催される講座・教室

期 日 等 毎月第3日曜日 14:00～

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

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 ①10:30～10:50、②11:00～11:20

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土曜日 10:30～12:00

場　　所 甲賀市水口図書館 2階資料室

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

内　　容

“Read for Action”という形式で、年齢や立場の異なる
人たちが同じテーマで本を読み、その場での対話を通じ
て、よりよい未来につながる行動をつむぎ出すという、
次世代型の読書会です。

申込方法 当日会場

問合せ先 創業未来会議室 松本 TEL:0748-60-5217

No.267 女性のためのビジネス読書会

対　　象 男性可

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読みきかせ・手遊び ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市水口図書館 TEL:0748-63-7400

No.266 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

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.265 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

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.264 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.263 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.262 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.261 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

No.260 ふるる日曜名画座

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

甲賀市信楽図書館

甲賀市水口図書館
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甲賀市

８．甲賀市で開催される講座・教室

期 日 等 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 12月8日(日) 9:00～13:00

子 場　　所 滋賀県立陶芸の森 太陽の広場および信楽町内

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月14日(土) 10:00～15:00

子 場　　所 滋賀県立陶芸の森

費　　用 幼児～大学生1,200円、大人1,800円(別途要入館料)

分　　野

技術・産業

期 日 等 3月15日(日)、3月22日(日) 10:30～16:00

子 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 問合せ先 滋賀県立陶芸の森 TEL:0748-83-0909

No.272 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

 3月15日(日) ミニ窯をつくる【難易度★★】、3月22日
 (日) ラク焼の茶碗をつくる　茶会を体験しよう【難易度

★★】
申込方法 電話、FAX、郵送、直接、窓口、メール、インターネット

内　　容

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、ハガキで受付(先着30名)

問合せ先 滋賀県立陶芸の森 TEL:0748-83-0968

No.271
つちっこプログラム 子どもやきものシリーズ
秋・春(特別講座)

対　　象 幼児～一般(幼児は大人が付き添ってください)

申込期間 1月10日(金)～2月28日(金)

内　　容

陶芸の森を出発して玉桂寺を経由する約 4km のコースで
す。ウォーキングの後には、名物たぬき汁を提供させて
いただきます。さらに、ニュースポーツ体験や 素敵な景
品が当たるミニミニ抽選会も企画しています！

申込方法 窓口、FAX(0748-83-1193)

問合せ先 滋賀県立陶芸の森 TEL:0748-83-0909

No.270 わくわくウォーキング2019 in 陶芸の森

対　　象 どなたでも

申込期間 先着50名

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.269 乳幼児おはなし広場

対　　象 乳幼児とその保護者

申込期間 申込不要

内　　容

紙芝居・絵本の読みきかせ ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 甲賀市土山図書館 TEL:0748-66-1056

No.268 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

甲賀市土山図書館

滋賀県⽴陶芸の森
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野洲市

９．野洲市で開催される講座・教室

期 日 等 12月14日(土) 14:00開演(13:30～開場)

子 場　　所 野洲文化ホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月2日(日)、16日(日)、23日(日) 11:00～15:00

場　　所 近江富士花緑公園 ウッディルーム

費　　用 4,500円(3回分)

分　　野

技術・産業

期 日 等 12月14日(土) 10:00～12:00

子 場　　所 近江富士花緑公園 ふるさと館

費　　用 500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月15日(日) 10:00～12:00

子 場　　所 近江富士花緑公園 ふるさと館

費　　用 800円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月8日(土) 10:00～12:00

子 場　　所 近江富士花緑公園 植物園など

費　　用 300円

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月7日(土) 10:00～12:30

子 場　　所 近江富士花緑公園内

費　　用 500円

分　　野

自然・環境

期 日 等 1月25日(土)、3月21日(土) 10:00～11:30

子 場　　所 近江富士花緑公園内

費　　用 300円

分　　野

自然・環境

期 日 等 3月7日(土)、3月14日(土) 13:00～15:00

子 場　　所 近江富士花緑公園内

費　　用 600円

分　　野

くらし・健康

滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

No.275 ミニサンタさんとまつぼっくりのツリーづくり

対　　象 3歳以上

申込期間 先着20名

クリスマスリースづくり

対　　象 小学生以上

申込期間

内　　容

木の実や小枝を使ってリースを作る、大人も楽しめるク
ラフトです。

申込方法 電話、メール、窓口

問合せ先 滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

No.276

小枝のサンタさんと、手のひらサイズのツリーを作ろ
う！

申込方法 電話、メール、窓口

問合せ先

内　　容

専任指導員と一緒に木工技術を学び、全3回で1つの作品
を作ります。

大人の木工教室(全3回)

対　　象 木工経験のある高校生以上

申込期間

申込方法 電話、メール、窓口

問合せ先 滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

No.274

先着6名

先着20名

内　　容

内　　容

竹に生地を重ねながら塗り、炭でじっくり焼いて、木の
年輪のようなお菓子作りをします。

申込方法 電話、メール、窓口

問合せ先 滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

No.280 バームクーヘン作り

対　　象 小学生以上

申込期間 先着6グループ

内　　容

五感をつかって自然観察や自然物をつかったあそびをし
ます。

申込方法 電話、メール、窓口

問合せ先 滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

No.279 自然とあそぼ

対　　象 幼児から小学生の親子

申込期間 先着20名

内　　容

落ち葉のプールに入ったり、落ち葉のステンドグラス作
りをします。

申込方法 電話、メール、窓口

問合せ先 滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

No.278 落ち葉で遊ぼう！

対　　象 3歳以上

申込期間 先着20名

内　　容

公園で見られる野鳥を、公園スタッフの説明を受けなが
ら観察する。

申込方法 電話、メール、窓口

問合せ先 滋賀県立近江富士花緑公園 TEL:077-586-1930

No.277 冬のバードウォッチング

対　　象 小学生以上

申込期間 先着20名

(公財)京都新聞社会福祉事業団 TEL:075-241-6186

No.273
京都新聞 お楽しみ子どもシアター きらりin滋
賀

対　　象 滋賀県、京都府に在住の子どもたちと保護者

申込期間 先着700名

内　　容

日本でも有数の歴史を持つ現代人形劇のプロ劇団「人形
劇団京芸」による大型人形劇「とどろヶ淵のメッケ」の
公演。ミステリーでスペクタクルな冒険活劇をお届けし
ます！

申込方法 往復はがきに参加者全員の氏名,年齢,郵便番号,住所,電話,人数を明記し郵送

問合せ先

野洲文化ホール

近江富士花緑公園

42



野洲市

９．野洲市で開催される講座・教室

期 日 等 1月12日(日) 9:00～10:30

場　　所 湖岸緑地　志那-1公園(草津市)

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月16日(月) 13:00～15:00

場　　所 湖南ネットITスクール(JR野洲駅南口正面　深尾ビル3F)

費　　用 無料(ガイドブック、記念品進呈)

分　　野

技術・産業

期 日 等 12/21、1/18、2/15、3/21 各日9:30～11:30

子 場　　所 湖南ネットITスクール(JR野洲駅南口正面　深尾ビル3F)

費　　用 4,000円(4回分)

分　　野

技術・産業

期 日 等 2/1、2/8、2/15、2/22、3/7 各日10:00～17:00

場　　所 湖南ネットITスクール(JR野洲駅南口正面　深尾ビル3F)

費　　用 32,500円(テキスト代、認定試験費用を含む)

分　　野

技術・産業

期 日 等 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 1月12日(日) 9:00～15:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園　スポーツゾーン

費　　用 500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3月21日(土)、3月22日(日) 10:00～15:00 ※雨天中止

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園　スポーツゾーン

費　　用 一部有料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月5日(日) 10:00～15:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園　スポーツゾーン(芝生ランド)

費　　用 たこづくりワークショップ:400円、たこあげ大会:無料

分　　野

くらし・健康

申込期間 申込不要

内　　容

専門家の指導によるランニング教室を開催します。家族
で走る楽しさを体感しましょう。

申込方法 FAX、メール

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

No.286 希望が丘家族ふれあいランニングスクール2020

対　　象 県内小学生とその保護者(小学生のみの参加可)

申込期間 先着300名

内　　容

広大な芝生ランドで気軽に楽しめる凧の制作と凧あげを
実施します。ものづくりの楽しさと家族や友だちとのコ
ミュニケーションの場を提供し、伝統的な遊びを次世代
に継承します。

申込方法 電話、FAX、メール、ハガキ、郵送

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

No.288 希望が丘新春まつり

対　　象 幼児～一般

申込期間 たこづくりワークショップ:先着100名、たこあげ大会:当日受付

内　　容

早春の公園で楽しく過ごそう。・フリーマーケット ・
キッズ体験コーナー ・のびのびペインティング ・ふれ
あいステージ ・ジャングルジム(くむんだー) ・巨大
シャボン玉 ・大道芸 ・しいたけ菌打ち体験 など

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園総務課企画広報係 TEL:077-586-2111

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.285 野洲ぱそこん塾

対　　象 どなたでも

申込期間 随時

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、FAX、メール

問合せ先 湖南ネットITスクール TEL:077-587-2501

No.284 第3回　ICTサポーター養成講座

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

申込期間 1月31日(金)まで先着10名程度

内　　容

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

申込方法 電話

問合せ先 湖南ネットITスクール TEL:077-587-2501

No.283
育てエンジニア！ロボット教室12月開講　クラ
ス2

対　　象 小学校4年生～6年生

申込期間 12月20日まで先着10名

内　　容

Facebookを安心して使うための方法を学びます。スマー
トフォン、タブレット、ノートPCいずれかをお持ち下さ
い。

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.282 大人のためのFacebook安全安心講座

対　　象 Facebookをこれから始めたい人

申込期間 12月15日(日)まで先着12名

内　　容

「双眼鏡なしで観察でき、鳴き声も聞ける場所」たくさ
んの水鳥を間近で観察しよう。大きさ、姿形、色のちが
いを比べてみてください。

申込方法 電話、FAX、公園ホームページ

問合せ先 県営都市公園湖岸緑地 TEL:077-584-5330

湖南ネットITスクール

No.281 びわ湖にやってくる水鳥を見よう

対　　象 4歳児以上(小学校3年生以下は保護者同伴)

申込期間 12月16日(月)～先着20名

湖岸緑地 志那-1公園

滋賀県希望が丘文化公園

No.287 希望が丘スプリングフェスティバル

対　　象 幼児～一般
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野洲市

９．野洲市で開催される講座・教室

期 日 等 12月7日(土)、3月7日(土) 9:00～14:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園 スポーツ会館

費　　用 400円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月18日(土) 10:00～1月19日(日) 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 6,000円

分　　野

自然・環境

期 日 等 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 300円

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月22日(日) 9:30～15:30

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:1,200円、中学生以上:1,500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月26日(日) 9:30～15:30

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

その他

期 日 等 3月15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

その他

期 日 等 2月21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 1月～3月の指定の火曜日(10回) 17:30～18:30

子 場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 6,000円

分　　野

くらし・健康

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.296 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

・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:月の模
様、プラネタリウム:冬の大三角、北斗七星

申込方法 郵送

問合せ先 滋賀県総合教育センター TEL:077-588-2511

No.295 冬の天体観望会

対　　象 滋賀県民の方ならどなたでも

申込期間 1月8日(水)必着(抽選80名)

内　　容

春をテーマにした日帰りキャンプです。野外調理やレク
リエーションなど、アウトドアを満喫してください。

申込方法 FAX、メール

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.294 希望が丘春のプチキャンプ

対　　象 子どもを含む家族やグループ

申込期間 1月10日(金)～先着順

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.293 希望が丘冬のプチキャンプ

対　　象 子どもを含む家族やグループ

申込期間 12月7日(土)～先着順

内　　容

チキンを使った料理を予定しています。

申込方法 FAX、メール

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

No.292 希望が丘わいわいクリスマスクッキング

対　　象 子どもを含む家族やグループ

申込期間 11月8日～先着順

内　　容

冬をテーマにした日帰りキャンプでアウトドア活動を楽
しみましょう。

申込方法 FAX、メール

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

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

No.291 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 先着順

内　　容

1泊2日の自然体験プログラムや共同生活を通して、自然
とふれあい、新しい友だちと絆を深めましょう。

申込方法 郵送

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

No.290 希望が丘冬の林間スクール

対　　象 県内在住の小学1～6年生

申込期間 11月22日(金)～12月6日(金)

内　　容

自然環境に恵まれた希望が丘文化公園とその周辺地域を
活用し、四季折々の自然に触れ、幅広い年代の人たちの
交流・交歓を深めるとともに、体力づくりを図ります。

申込方法 電話、FAX、郵送、メール

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

No.289 希望が丘ハイキング(全4回)

対　　象 小学生以上(小学生は保護者同伴)

申込期間 各開催日前日の正午まで先着40名

滋賀県総合教育センター

野洲市総合体育館
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野洲市

９．野洲市で開催される講座・教室

期 日 等 1月～3月の指定の木曜日(11回) 19:30～20:30

子 場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 6,600円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 火曜、木曜(19:00～20:00)、金曜(10:00～11:00)のコースから選択

場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 コースによる(開催回数×600円)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 水曜(14:00～15:15)、金曜(14:30～15:45)のコースから選択

場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 コースによる(開催回数×550円)

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月～3月の指定の火曜日(12回) 10:00～11:30

場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 6,600円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月～3月の指定の水曜日(11回) 10:00～11:30

場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 6,600円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月～3月の指定の木曜日(11回) 10:00～11:00

場　　所 野洲市総合体育館

費　　用 6,600円

分　　野

くらし・健康

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2木曜日 11:00～

子 場　　所 野洲図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

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.304 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

絵本の読み聞かせ・かみしばい

申込方法 当日会場

問合せ先 野洲図書館 TEL:077-586-0218

No.303 おはなしの森

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

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.302 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

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.301 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。

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

No.300 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、心
身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.299 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

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.298 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

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.297 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。

野洲図書館
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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 12月22日(日)、3月22日(日) 14:30～15:30

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

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 野洲図書館中主分館 TEL:077-589-3382

No.308 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

大型絵本の読み聞かせ・かみしばい・工作 ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 野洲図書館 TEL:077-586-0218

No.307 おはなし会

対　　象 4歳ぐらいから

申込期間 申込不要

内　　容

おはなし・絵本の読み聞かせ

申込方法 当日会場

問合せ先 野洲図書館 TEL:077-586-0218

No.306 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:077-586-0218

No.305 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

野洲図書館中主分館

46



湖南市

１０．湖南市で開催される講座・教室

期 日 等 12月22日(日) 10:00～12:00

子 場　　所 湖南市市民学習交流センター

費　　用 1,000円

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 11:00～11:30

子 場　　所 湖南市立甲西図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日 14:00～14:20(幼児向け)、14:30～15:00(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 11:00～11:20

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 12月14日(土) 14:00～16:00(うち30分は質疑応答)

場　　所 湖南市立甲西図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 1月18日(土) 14:00～16:00(うち30分は質疑応答)

場　　所 湖南市立甲西図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2月1日(土) 14:00～16:00(うち30分は質疑応答)

場　　所 湖南市立甲西図書館 

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

内　　容

「聞き取りからわかること－女性史を中心に－」講師:早
田リツ子(女性史研究家)女性達は何を思い、どのように
暮らしてきたのか。「聞き取り」からうかびあがった湖
南市の女性たちの近代史を明らかにします。

申込方法 電話、窓口、メール

問合せ先 湖南市立甲西図書館 TEL:0748-72-5550

No.316
図書館講座「身近な歴史を学ぶ2」　第5回「聞
き取りからわかること‐女性史を中心に」

対　　象 成人

申込期間 先着順

内　　容

「古墳時代の湖南市－考古学からわかること－」講師：
林修平(竜王町教育委員会)湖南市には、古墳がたくさん
存在します。古墳の調査からみえてきた古代の湖南市の
姿を探ります。

申込方法 電話、窓口、メール

問合せ先 湖南市立甲西図書館 TEL:0748-72-5550

No.315
図書館講座「身近な歴史を学ぶ 2」　第4回「古
墳時代の湖南市-考古学からわかること-

対　　象 成人

申込期間 先着順

内　　容

「湖南市のオコナイ」講師：中島誠一(成安造形大学非常
勤講師)　旧甲賀郡内は五穀豊穣・村内安全を祈るオコナ
イが盛んです。今回は西寺・東寺・岩根・三雲のオコナ
イを中心に学びます。

申込方法 電話、窓口、メール

問合せ先 湖南市立甲西図書館 TEL:0748-72-5550

No.314
図書館講座「身近な歴史を学ぶ 2」　第3回「湖
南市のオコナイ」

対　　象 成人

申込期間 先着順

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

問合せ先 湖南市立甲西図書館 TEL:0748-72-5550

No.313 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、幼児向けと小学生
向けのおはなし会

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.312
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

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.311
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.310 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

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.309 親子ロボット教室

対　　象 小学生4、5、6年

申込期間 12月20日(金)まで先着10名

湖南市市⺠学習交流センター

湖南市⽴甲⻄図書館
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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

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 指定の火曜日 10:30～11:30、13:30～14:30

場　　所 滋賀県動物保護管理センター ふれあい友遊館

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 指定の水曜日、日曜日 13:30～14:30

場　　所 滋賀県動物保護管理センター ふれあい友遊館

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 指定の水曜日、日曜日 10:30～11:15

場　　所 滋賀県動物保護管理センター ふれあい友遊館

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

内　　容

猫を飼うための基礎的な勉強やセンターから猫を譲り受
ける前の心構えなどを説明します。

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.322 2019年度後期 猫の正しい飼い方講習会

対　　象 猫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

犬を飼うための基礎的な勉強やセンターから犬を譲り受
ける前の心構えなどを説明します。

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.321 2019年度後期 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

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
ストレーニング等を学びます。

申込方法 電話予約

問合せ先 滋賀県動物保護管理協会 TEL:0748-75-6522

No.320 2019年度後期 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

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.319 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 ※3月は祝日のため3/13(金)に開
催します。

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.318 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

内　　容

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.317 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

湖南市⽴⽯部図書館

滋賀県動物保護管理センター
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高島市

１１．高島市で開催される講座・教室

期 日 等 12月13日(金) 10:00～11:00

場　　所 高島市働く女性の家

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 毎月第3土曜日 11:00～11:30

子 場　　所 高島市立マキノ図書館

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

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3土曜日 10:30～11:30

子 場　　所 高島市立高島図書室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 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

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.329 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.328 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

No.327 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　「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.326 おはなし会(くれよん)

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.325 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

No.324 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

仕事と子育ての両立を考える女性に
役立つセミナーを開催します。
詳しい情報はHPをご覧ください。

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.323
効率よく働き、幸せに暮らすためにワークライ
フバランスセミナー

対　　象 仕事と子育ての両立を考える女性

申込期間 先着30名

⾼島市働く⼥性の家

⾼島市⽴マキノ図書館

⾼島市⽴安曇川図書館

⾼島市⽴朽⽊図書サロン

⾼島市⽴⾼島図書室

⾼島市⽴今津図書館
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高島市

１１．高島市で開催される講座・教室

期 日 等 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

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.333 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

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

No.332 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

No.331 金曜午後の朗読会

対　　象 どなたでも

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 高島市立今津図書館 TEL:0740-22-3827

No.330 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 乳幼児向け

申込期間 申込不要

⾼島市⽴新旭図書室

滋賀県⽴びわ湖こどもの国
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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 2月1日(土) 9:30～12:00

子 場　　所 伊庭内湖周辺(能登川水車とカヌーランド集合)

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月22日(日) 16:30開演(16:00～開場)

場　　所 河辺いきものの森 ネイチャーセンター

費　　用 1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月22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(保険代、材料費、昼食代込み)

分　　野

自然・環境

期 日 等 2月26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(保険代、材料費、昼食代込み)

分　　野

自然・環境

期 日 等 3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(保険代、材料費、昼食代込み)

分　　野

自然・環境

期 日 等 3月1日(日) 10:00～15:30

子 場　　所 梵釈寺

費　　用 大人2,000円、小人1,000円(保険代、材料費代含む)※3歳未満無料

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 12月22日(日)まで 9:30～17:00

場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

内　　容

戦争中、日本政府は様々なメディアを使って国民を戦争
へと駆り立てました。その一つである『写真週報』に描
かれた女性像と比較する形で、滋賀県での戦時下の女性
の姿をモノ資料と体験談で紹介します。

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.341
第24回企画展示「『写真週報』に見る戦時下の
女性」

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

戦争体験の語り部世代の高齢化が進む中、語り部だけで
なくいろんな方がそれぞれの思いや学びを次の世代につ
なぎ、祈念館を様々な人びとにつなぐ【つなぎ人】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.340
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

内　　容

お寺の裏山の竹を伐って里山保全を体験してみません
か？伐った竹を使って大人気のバームクーヘン作りも楽
しみましょう♪ ※昼食は各自でご準備ください

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.339 竹伐り体験＆バームクーヘン作り

対　　象 小学生の親子

申込期間 先着8組

内　　容

森散策は、春のこの時期しかみられない河辺の森のお花
見スポットをご紹介します♪昨年も大変人気があった多
肉植物のプログラム。

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.338 春の森散策＆多肉の苔玉ハンギング

対　　象 18歳以上の女性

申込期間 先着15名

内　　容

冬は竹伐りのシーズンです！竹を伐らずに放っておくと
森の中が荒れてくるので、毎年冬になると竹を伐ってい
ます。里山保全を兼ねて竹を伐り、伐った竹を使って
バームクーヘンも作りましょう♪

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.337 竹伐り体験＆バームクーヘン作り

対　　象 18歳以上の女性

申込期間 先着15名

内　　容

双眼鏡を持ってバードウォッチングしましょう♪そし
て、身近な野鳥を招くためにとりの巣箱を手作りしてみ
ませんか？お家で野鳥を観察できれば、いきものや自然
と共に暮らす喜びがもっと増えることでしょう。

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.336 とりの巣箱を作ろう！

対　　象 18歳以上の女性

申込期間 先着15名

内　　容

日本センチュリー交響楽団のメンバーを中心としたチェ
ロ奏者4名によるクリスマスコンサート。暖かく味わい深
い音色に包まれましょう♪

申込方法 電話、FAX、インターネット、窓口

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

No.335 森のクリスマスコンサート

対　　象 どなたでも

申込期間 先着90名

内　　容

水鳥の美しい姿を観察しませんか。昨年は希少種のカン
ムリカイツブリ、絶滅危惧種のチュウヒなど24種類を確
認しました。

申込方法 電話

問合せ先 東近江市能登川博物館 TEL:0748-42-6761

No.334 水鳥観察会

対　　象 どなたでも(小学校3年生以下は保護者同伴)

申込期間 先着30名(1/11(土)10:00～予約受付開始)

梵釈寺

滋賀県平和祈念館

伊庭内湖周辺

河辺いきものの森 ネイチャーセンター
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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 12月22日(日) 13:30～(13:00～受付)

場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 1月26日(日) 13:30～(13:00～受付)

場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2月15日(土) 14:00～16:30

子 場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 2月23日(日) 13:30～(13:00～受付)

場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 3月29日(日) 13:30～(13:00～受付)

場　　所 滋賀県平和祈念館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 1月3日(金)～1月26日(日) 9:00～17:00(最終入館は16:30まで)

子 場　　所 世界凧博物館東近江大凧会館

費　　用 大人300円、小中学生150円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月30日(木)～2月16日(日) 9:00～17:00(最終入館16:30まで)

子 場　　所 世界凧博物館東近江大凧会館

費　　用 大人300円、小中学生150円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月20日(木)～3月15日(日) 9:00～17:00(最終入館16:30まで)

子 場　　所 世界凧博物館東近江大凧会館

費　　用 大人300円、小中学生150円

分　　野

芸術・伝統

内　　容

節分の日に合わせて、鬼の凧と福の凧を展示します。

内　　容

2020年の干支である「子(ネズミ)」にちなんだ凧を展示
する「子の干支凧とお正月遊び」を開催します。体験
コーナーでは、コマ回し、凧作り、福笑いなど10種類の
お正月遊びで楽しめます。

申込方法 当日会場

申込方法 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

No.348 鬼はそと～♪福はうち～♪「鬼の凧・福の凧」

問合せ先 世界凧博物館東近江大凧会館 TEL:0748-23-0081

No.349 ひな人形の凧展

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

和紙と竹でできた、ひな人形の凧を34点展示します。

申込方法 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

No.347
「子の干支凧とお正月遊び」～10種類のお正月
遊びが楽しめます～

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

No.346 映画上映会「土と兵隊」

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

人形と一緒に置き去りにされていた春子は、良介の妹と
して育てられた。戦争が始まり、良介は海軍兵学校に合
格。思案した母･静子は初めて春子に事実を告げた。兄に
恋心を抱いていた春子は喜び、広島へ向かったが…。

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.345 映画上映会「花へんろ特別編　春子の人形」

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

第2分隊長の玉井伍長は、13名の部下とともに輸送船に乗
り込み、上陸開始の時を待っていた。やがて輸送船が上
陸、兵士たちは船を下りた。しかしその瞬間、敵の一掃
射撃を受けてしまう。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

内　　容

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

申込方法 電話;FAX;郵送;メール;インターネット

問合せ先 滋賀県平和祈念館 TEL:0749-46-0300

No.344
子ども向け体験型平和学習「平和の学校あか
り」(後期講座)

対　　象 小学6年生～中学3年生、親子参加可能

申込期間 1週間前まで。※定員に達し次第受付終了

内　　容

昭和16年、特殊潜航艇搭乗員に選ばれた酒巻少尉は、真
珠湾潜入に成功したが、結局戦果をあげられず仲間9名が
戦死。ただ1人生き残った彼は、太平洋戦争の捕虜第1号
となった。大本営は9名を英雄と発表したが…。

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.343
映画上映会「真珠湾からの帰還　軍神と捕虜第1
号」

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

12人の男たちがレジスタンスの破壊工作活動を行うも、
11人は捕らえられて処刑される運命に。そんな中、たっ
た1人ナチスの追跡をかわしながら、極寒の雪原で決死の
逃避行とサバイバルを繰り広げる。

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.342
映画上映会「ザ・ハント　ナチスに狙われた
男」

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 12月22日(日) 9:00～12:00

子 場　　所 世界凧博物館東近江大凧会館別館

費　　用 500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 1月5日(日) 9:00～12:00

子 場　　所 世界凧博物館東近江大凧会館別館

費　　用 500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月14日(土) 13:30～16:00

子 場　　所 東近江市能登川博物館

費　　用 500円(材料費)

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月21日(土) 13:30～15:30

子 場　　所 東近江市能登川博物館

費　　用 300円(材料費)

分　　野

芸術・伝統

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 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 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

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.357 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

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.356 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み聞かせ など

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.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

No.354 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

能登川博物館で育てて収穫したソバの実を使って、「唐
箕(とうみ)」で実と殻を選別し、「石臼（いしうす)」を
使ってソバ粉にします。その後ソバ打ちをおこない、ソ
バができるまでの工程を体験します。

申込方法 電話

問合せ先 東近江市能登川博物館 TEL:0748-42-6761

No.353
「冬の民具体験-唐箕(とうみ)と石臼(いしうす)
体験-」

対　　象 どなたでも(小学校3年生以下は保護者同伴)

申込期間 先着15名(12月1日(日)10:00～予約受付開始)

内　　容

ツル性の植物や冬の季節に実をつける草木などの名前を
学習してから採取します。その後、集めた木の実やツル
で自分だけのオリジナルのクリスマスリースやオーナメ
ントなどを作ります。

申込方法 電話

問合せ先 東近江市能登川博物館 TEL:0748-42-6761

No.352 オリジナルリース創り

対　　象 どなたでも(小学校3年生以下は保護者同伴)

申込期間 先着30名

内　　容

2020年の干支である「子(ネズミ)」を描いた凧作り体験
です。

申込方法 電話、ホームページ

問合せ先 世界凧博物館東近江大凧会館 TEL:0748-23-0081

No.351 親子凧作り教室 ～子の干支凧を作ろう～

対　　象 4才から小学生まで(保護者同伴)

申込期間 先着25組

内　　容

サンタクロースの形をした凧つくり体験です。

申込方法 電話、ホームページ

問合せ先 世界凧博物館東近江大凧会館 TEL:0748-23-0081

No.350
親子凧作り教室 ～サンタクロｰスの凧を作ろう
～

対　　象 4才から小学生まで(保護者同伴)

申込期間 先着25組

東近江市能登川博物館

東近江市⽴愛東図書館

東近江市⽴永源寺図書館
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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、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

期 日 等 3月21日(土)

子 場　　所 東近江市立蒲生図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

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 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

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 東近江市立五個荘図書館 TEL:0748-48-2030

No.365 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

おはなしボランティアグループによる紙芝居

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立湖東図書館 TEL:0749-45-2300

No.364 てんとうむしの紙芝居

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

絵本の読み語り ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立湖東図書館 TEL:0749-45-2300

No.363 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

No.362 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

日本初のラトビアの民俗音楽ユニットであるウズマニー
ブのコンサート。

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.361 ラトビア音楽ユニット ウズマニーブコンサート

対　　象 子どもから大人まで

申込期間 3月1日(日)から定員に達するまで

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.360 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.359 おはなしの森

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

ボランティアグループによる絵本の読み語り 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.358 もこもこおはなし会

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

東近江市⽴湖東図書館

東近江市⽴五個荘図書館
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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

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

内　　容

赤ちゃんと家族のためのおはなし会 ※9～12月は中止

当日会場

内　　容

おはなしや絵本の読み語り

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立八日市図書館 TEL:0748-24-1515

No.373 えほんのじかん

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

問合せ先 東近江市立八日市図書館 TEL:0748-24-1515

No.372 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

申込方法

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.371 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

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.370 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

内　　容

おはなし会

申込方法 当日会場

問合せ先 東近江市立能登川図書館 TEL:0748-42-7007

No.369 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

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.368 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

No.367 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.366 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

東近江市⽴能登川図書館

東近江市⽴⼋⽇市図書館
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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 2月21日(金) 10:00～12:00

子 場　　所 保健子育て複合施設ハピネス

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

内　　容

読書ボランティアの方々や図書館の協力を得て、 絵本と
の出会いや親子で読み聞かせを楽しむ機会を一組でも多
くの親子 に提供します。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 TEL:077-528-4654

No.374 おうちで読書

対　　象 子どもと保護者

申込期間 申込不要

保健子育て複合施設ハピネス
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米原市

１３．米原市で開催される講座・教室

期 日 等 コースにより異なる

場　　所 テクノカレッジ米原、テクノカレッジ草津(滋賀県立高等技術専門校)

費　　用 コースにより異なります

分　　野

技術・産業

期 日 等 12月19日(木) 13:00～15:00

場　　所 滋賀県レイカディア大学　米原校

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月8日(日) 10:00～15:00

場　　所 滋賀県立文化産業交流会館

費　　用 無料

分　　野

政治・社会

期 日 等 12月3日(火) 13:30開演(13:00～開場)

子 場　　所 滋賀県立文化産業交流会館 イベントホール

費　　用 一般1,000円、青少年(25歳未満)500円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月22日(日) 14:00開演(13:30～開場)

場　　所 滋賀県立文化産業交流会館 イベントホール

費　　用 一般1,000円、25歳未満500円 ※当日各500円増、3歳以上有料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 12月8日(日) 12:15～12:45

場　　所 滋賀県立文化産業交流会館ロビー(小劇場前)

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

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

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.381 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

オペラが初めての方から大好きな方までお気軽にどう
ぞ。ワルツ王として知られるヨハン・シュトラウス二世
が作曲した大人気の演目をびわ湖ホール声楽アンサンブ
ルの歌声でお楽しみ下さい。

申込方法 当日会場

問合せ先 滋賀県立文化産業交流会館 TEL:0749-52-5111

No.380
文産ロビーコンサート オペレッタ「こうもり」
名曲ハイライト

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

今年は「青春(ｱｵﾊﾙ)ペダル」を上演。びわ湖一周を自転
車で…女子高生達の夢と友情の物語！途中で起こるハプ
ニングや出逢い、そして家族の愛…音楽に合わせて歌や
ダンス!!楽しくコミカルな舞台をお楽しみください！

申込方法 チケットセンター、窓口、ローソンチケット

問合せ先 滋賀県立文化産業交流会館 TEL:0749-52-5111

No.379 青春(アオハル)ペダル

対　　象 どなたでも

申込期間 発売中

内　　容

浜田廣介の児童文学を原作に、松井和彦が構成・作曲し
た作品です。楽しい音楽と美しいハーモニー、そして会
場のみなさんも一緒に歌い参加するシーンがあり、お子
様も大人もみんなで楽しめるオペラです。

申込方法 チケットセンター、窓口

問合せ先 滋賀県立文化産業交流会館 TEL:0749-52-5111

No.378 子ども向けオペラ「泣いた赤鬼」米原公演

対　　象 3歳以上 ※3歳未満のお子さまはご入場になれません。

申込期間 発売中

内　　容

・記念講演 講師:ゴルゴ松本さん「出張！ゴルゴ塾 命の
授業」 ・意見発表「差別や偏見は無知から始まる」 ・
人権ラブソングコンサート「和太鼓」 ・地域からの発信
「豊郷町隣保館の取り組み」

申込方法 当日会場

問合せ先 (公財)滋賀県人権センター TEL:077-522-8253

No.377 人権尊重と部落解放をめざす県民のつどい

対　　象 滋賀県民の方ならどなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

いま脚光を浴びている明智光秀の生きざまとその魅力に
ついて理解を深めます。講師:長浜市市民協働部学芸専門
監 太田浩司 氏

申込方法 電話、FAX、郵送

問合せ先 滋賀県レイカディア大学　草津校 TEL:077-567-3901

No.376
レイカディア大学無料公開講座「明智光秀の生
涯」

対　　象 県内にお住まいの方(本学卒業生はご遠慮ください)

申込期間 12月17日(火)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 TEL:077-564-3297

滋賀県レイカディア大学 米原校

No.375
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)

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)

滋賀県⽴⽂化産業交流会館

米原市⽴近江図書館
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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

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.382 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

米原市⽴⼭東図書館
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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(年中無休)

子 場　　所 滋賀県畜産技術振興センター

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 毎週土曜日 10:30～

子 場　　所 日野町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第3土曜日 11:15～

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～

子 場　　所 日野町立図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

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.386 えいが会

対　　象 どなたでも

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.385 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

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.384 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

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 当日会場

問合せ先 滋賀県畜産技術振興センター TEL:0748-52-1221

No.383 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

滋賀県畜産技術振興センター

⽇野町⽴図書館
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竜王町

１５．竜王町で開催される講座・教室

期 日 等 1月18日(土) 10:00～1月19日(日) 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 6,000円

分　　野

自然・環境

期 日 等 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 300円

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月22日(日) 9:30～15:30

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:1,200円、中学生以上:1,500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月26日(日) 9:30～15:30

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

その他

期 日 等 3月15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

その他

期 日 等 1月12日(日) 9:00～15:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園　スポーツゾーン

費　　用 500円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 3月21日(土)、3月22日(日) 10:00～15:00 ※雨天中止

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園　スポーツゾーン

費　　用 一部有料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 1月5日(日) 10:00～15:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園　スポーツゾーン(芝生ランド)

費　　用 たこづくりワークショップ:400円、たこあげ大会:無料

分　　野

くらし・健康

内　　容

早春の公園で楽しく過ごそう。・フリーマーケット ・
キッズ体験コーナー ・のびのびペインティング ・ふれ
あいステージ ・ジャングルジム(くむんだー) ・巨大
シャボン玉 ・大道芸 ・しいたけ菌打ち体験 など

申込方法 当日会場

No.392 希望が丘家族ふれあいランニングスクール2020

No.391 希望が丘春のプチキャンプ

対　　象 子どもを含む家族やグループ

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.389 希望が丘わいわいクリスマスクッキング

対　　象 子どもを含む家族やグループ

申込期間 11月8日～先着順

内　　容

冬をテーマにした日帰りキャンプでアウトドア活動を楽
しみましょう。

申込方法 FAX、メール

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.390 希望が丘冬のプチキャンプ

対　　象 子どもを含む家族やグループ

申込期間 12月7日(土)～先着順

申込方法 FAX、メール

内　　容

広大な芝生ランドで気軽に楽しめる凧の制作と凧あげを
実施します。ものづくりの楽しさと家族や友だちとのコ
ミュニケーションの場を提供し、伝統的な遊びを次世代
に継承します。

申込方法 電話、FAX、メール、ハガキ、郵送

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

No.394 希望が丘新春まつり

対　　象 幼児～一般

申込期間 たこづくりワークショップ:先着100名、たこあげ大会:当日受付

問合せ先 滋賀県希望が丘文化公園総務課企画広報係 TEL:077-586-2111

No.393 希望が丘スプリングフェスティバル

対　　象 幼児～一般

申込期間 申込不要

内　　容

春をテーマにした日帰りキャンプです。野外調理やレク
リエーションなど、アウトドアを満喫してください。

申込方法 FAX、メール

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

申込期間 1月10日(金)～先着順

対　　象 県内小学生とその保護者(小学生のみの参加可)

申込期間 先着300名

内　　容

専門家の指導によるランニング教室を開催します。家族
で走る楽しさを体感しましょう。

申込方法 FAX、メール

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

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

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

No.388 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 先着順

内　　容

チキンを使った料理を予定しています。

内　　容

1泊2日の自然体験プログラムや共同生活を通して、自然
とふれあい、新しい友だちと絆を深めましょう。

申込方法 郵送

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

No.387 希望が丘冬の林間スクール

対　　象 県内在住の小学1～6年生

申込期間 11月22日(金)～12月6日(金)

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 12月7日(土)、3月7日(土) 9:00～14:00

子 場　　所 滋賀県希望が丘文化公園 スポーツ会館

費　　用 400円

分　　野

くらし・健康

期 日 等 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 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

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

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.398 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

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.397 おはなし会

対　　象 子ども向け

申込期間 申込不要

内　　容

「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。

申込方法 電話、FAX、メール

問合せ先 妹背の里 TEL:0748-57-1819

No.396 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

内　　容

自然環境に恵まれた希望が丘文化公園とその周辺地域を
活用し、四季折々の自然に触れ、幅広い年代の人たちの
交流・交歓を深めるとともに、体力づくりを図ります。

申込方法 電話、FAX、郵送、メール

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

No.395 希望が丘ハイキング(全4回)

対　　象 小学生以上(小学生は保護者同伴)

申込期間 各開催日前日の正午まで先着40名

妹背の⾥

⻯王町⽴図書館

61



愛荘町

１６．愛荘町で開催される講座・教室

期 日 等 12月15日(日) 14:00開演(13:30開場)

場　　所 愛荘町立ハーティーセンター秦荘　大ホール

費　　用 一般(高校生以上)3,000円、小中学生1,000円

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 3月1日(日) 10:00開演(9:30開場)

子 場　　所 愛荘町立ハーティーセンター秦荘　大ホール

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 2月2日(日) 14:00開演(13:30開場)

子 場　　所 愛荘町立ハーティーセンター秦荘　大ホールエントランス

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

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

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！

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.406 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

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

No.405 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

申込期間 申込不要

内　　容

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

申込方法 当日会場

問合せ先 愛荘町立秦荘図書館 TEL:0749-37-4345

No.404 おひざでだっこのおはなし会

対　　象 2歳ぐらいまでのお子さんとご家族

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。

申込方法 当日会場

問合せ先 愛荘町立愛知川図書館 TEL:0749-42-4114

No.403 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

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

No.402 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

楽器を使わずに、伴奏を作り出すアカペラの澄みきった
ハーモニーを存分にお楽しみください。

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.401
フロアーチャリティーコンサートvol.33
BLESS(ﾌﾞﾚｽ)バレンタイン アカペラコンサート

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

地元を中心に活動するアマチュアバンドによる、熱気あ
ふれるパフォーマンスに乞うご期待！

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.400 ハーティ―わかあゆLIVE!!2020

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

スタジオジブリ映画『かぐや姫の物語』（2013年）で、
主題歌「いのちの記憶」を作詞・作曲、歌唱したことで
広く知られる。圧倒的な歌のパワーを是非ライブで体感
してください！

申込方法 チケットセンター、窓口

問合せ先 ハーティーセンター秦荘 TEL:0749-37-4110

No.399 二階堂和美コンサート in 愛荘町

対　　象 どなたでも

申込期間 発売中

愛荘町⽴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
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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.409 とことこおはなし会

対　　象 幼児～小学生

申込期間 申込不要

内　　容

子ども向けの映画上映会

申込方法 当日会場

問合せ先 豊郷町立図書館 TEL:0749-35-8040

No.408 子ども映画会

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、手あそび、わらべうた ほか

申込方法 当日会場

問合せ先 豊郷町立図書館 TEL:0749-35-8040

No.407 ぴよぴよおはなし会

対　　象 乳幼児向け

申込期間 申込不要

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 11:00～11:20

子 場　　所 甲良町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 毎月第4日曜 14:00～

子 場　　所 甲良町立図書館

費　　用 無料

分　　野

芸術・伝統

期 日 等 毎月第2土曜 11:00～11:30

子 場　　所 甲良町立図書館

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

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.412 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.411 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.410 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 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

文学・歴史

期 日 等 1月11日(土)～2月15日(土) 10:00～18:00(土日は17:00まで)

場　　所 多賀町立博物館

費　　用 無料 ※常設展示室へ入場される場合は観覧料が別途必要です。

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2月1日(土) 13:30～15:00

場　　所 多賀町立博物館 2階大会議室

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

期 日 等 12月8日(日) 8:30 あけぼのパーク多賀、または9:00佐目集会所

場　　所 あけぼのパーク多賀

費　　用 保険料を含めて300円

分　　野

文学・歴史

期 日 等 2月16日(日) 10:00～12:00

場　　所 あけぼのパーク多賀

費　　用 無料

分　　野

文学・歴史

内　　容

出生伝説の伝承する佐目はどのような地域なのでしょう
か？戦国時代の多賀を探りたいと思います。講演会と交
流会を予定しています。

申込方法 電話

問合せ先 多賀町立文化財センター TEL:0749-48-0348

No.417
「多賀町佐目と明智光秀・出生伝説の謎！」第3
回 交流会 ～明智光秀の謎を解く～

対　　象 どなたでも

申込期間 先着30名

内　　容

佐目と南後谷の集落を歩きます。地元の方からのお話し
や明智光秀の謎をもとめ散策しませんか？歩きながら写
真を撮影しましょう。もちろん歩くだけでも結構です。

申込方法 電話

問合せ先 多賀町立文化財センター TEL:0749-48-0348

No.416
「多賀町佐目と明智光秀・出生伝説の謎!」第2
回 多賀ぶら～佐目・南後谷を歩いてみよう～

対　　象 どなたでも

申込期間 先着30名

内　　容

事例報告「光秀に味方した犬上郡の武将」 本田洋(当館
学芸員)、特別講演「諸説あり「奇々麒麟」本能寺の変を
近江的に分析する」大沼芳幸氏((公財)滋賀県文化財保護
協会普及専門員・NPO法人歴史資源開発機構ｷｭﾚｰﾀｰ)

申込方法 電話

問合せ先 多賀町立博物館 TEL:0749-48-2077

あけぼのパーク多賀

No.415 「明智光秀と戦国の多賀」事例報告と特別講演

対　　象 どなたでも

申込期間 1月21日(火)10:00～先着80名

内　　容

多賀町佐目には今も明智光秀ゆかりの場所が伝えられて
います。犬上郡には山崎の戦いにおいて光秀に味方した
武将もおり、彼らにスポットをあて、戦国時代の多賀に
企画展とこの関連行事で迫ります。

申込方法 当日会場

問合せ先 多賀町立博物館 TEL:0749-48-2077

No.414 令和元年度企画展「明智光秀と戦国の多賀」

対　　象 どなたでも

申込期間 申込不要

内　　容

乳幼児さん向けの絵本や紙芝居をよみます。その後、季
節に合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.413 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

多賀町⽴博物館
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県内

２０．県内で開催される講座・教室

期 日 等 通年

子 場　　所 滋賀県全域

費　　用 無料

分　　野

自然・環境

期 日 等 12月8日(日)、1月19日(日)、2月2日(日)、3月15日(日)

子 場　　所 滋賀県全域

費　　用 1コースごと500円 ※中学生以下は無料

分　　野

くらし・健康

期 日 等 ～3月31日(火) 60分程度

場　　所 各開催地(滋賀県内) 

費　　用 無料

分　　野

その他

期 日 等 ～3月31日(火) 75分～90分程度(相談の上)

場　　所 各開催地(滋賀県内) 

費　　用 1万円

分　　野

その他

期 日 等 令和元年9月～令和2年2月末

場　　所 滋賀県内の受入先圃場等

費　　用 無料

分　　野

技術・産業

期 日 等 開催は通年(日程等は要調整・相談)講座時間は30分程度(時間調整可能)

場　　所 要相談

費　　用 無料(会場・設備に経費が必要な場合は、申込者負担となります。)

分　　野

政治・社会

期 日 等 要望のあった時刻

場　　所 要望のあった会場

費　　用 無料

分　　野

くらし・健康

内　　容

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。

申込方法 FAX、メール

問合せ先 滋賀県土木交通部砂防課 TEL:077-528-4191

No.424 さぼう出前講座

対　　象 小中学校、要配慮者利用施設(福祉施設、保育園)、自治会、自主防災組織など

申込期間 随時

内　　容

1.しが統計・キッズクイズ 統計データからみえてくる滋
賀県の姿をクイズ形式で紹介します。 2.滋賀県なんでも
一番 各種分野で、滋賀県が全国ランキング上位のものを
紹介します。 ほか

申込方法 FAX、郵送、メール

問合せ先 滋賀県総合企画部統計課普及係 TEL:077-528-3393

No.423 統計出前講座

対　　象 どなたでも

申込期間 随時

内　　容

農業に挑戦したいけれど、実際一人でやっていけるか不
安・・・そんな女性を対象に、農業体験を実施します。
滋賀県内の先輩農業者のもとで学び、あなたの可能性を
発見してみませんか？

申込方法 HPより申込用紙をダウンロード後、郵送またはメールにてお申込ください。

問合せ先 (公財)滋賀県農林漁業担い手育成基金 HP:https://shiganou.work

No.422 募集します！農業を体験したい女性

対　　象 農業に関心がある、満16歳以上の女性

申込期間 令和元年9月～令和2年1月末

問合せ先 滋賀県司法書士会 TEL:077-525-1093

No.421
【出前】滋賀県司法書士会の民間調停(ＡＤＲ)
出前講座

対　　象 もめ事の相談を受ける立場にある方や、人事職・管理職の方など

申込期間 出前の2か月前まで

内　　容

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

申込方法 FAX、郵送

問合せ先 滋賀県司法書士会 TEL:077-525-1093

No.420 【出前】滋賀県司法書士会の相続出前講座

対　　象 一般

申込期間 出前の1か月前まで

内　　容

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

申込方法 FAX、郵送

内　　容

12月8日(日) 彦根駅～能登川駅(約20km)
1月19日(日) 能登川駅～近江八幡駅(約19km)
2月2日(日) 近江八幡駅～堅田駅(約20km)
3月15日(日) 堅田駅～大津駅(約18km)

申込方法 郵送、FAX

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.419 琵琶湖一周健康ウオーキング2019

対　　象 小学生以下は保護者同伴

申込期間 各回開催日の13日前まで

内　　容

外来魚の釣り上げによる駆除に協力いただける釣り人を
募集します。期間内に釣り上げた重量に応じて段位認定
します。参加費無料。電話(077-528-3485)で受付可能で
す。

申込方法 電話、FAX、郵送、窓口、メール

問合せ先 滋賀県琵琶湖保全再生課 琵琶湖レジャー対策係 TEL:077-528-3485

No.418 外来魚釣り上げ名人事業

対　　象 どなたでも

申込期間 随時

県内
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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」 
https://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

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

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
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

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

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
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

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
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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
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　ＭＵＳＥ
ＵＭ

アニメのルーツ
国宝『鳥獣人物戯画』
の生き物たちを描こ
う！

市町、公民館、
子ども会

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

要：旅費、材
料費

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

私立美術
館

歴
11

ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥ
ＵＭ

伊藤若冲が得意とした
『筋目描き』の技法で絵
を描こう！

市町、公民館、
子ども会

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

要：旅費、材
料費

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

私立美術
館

歴
12

ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥ
ＵＭ

「大津絵」を描こう 市町、公民館、
子ども会

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

要：旅費、材
料費

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

私立美術
館

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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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
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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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。
※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

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

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
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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

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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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

75



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

76



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

子
16

異才ネットワー
ク

ボクが学校に行かな
かったワケ

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、その他

講師は小学４年で不登校、私立中学に進学する
も、中２で発達に凹凸があり、学習障害もあるこ
とがわかり中途退学し、公立中学へ。その後、不
登校を経て、全日制高校に入学するも、１学期
のみ通学して心身不良となり、転籍。現在は特
別支援教育に詳しい通信制高校で学んでいる。
セミナーでは自身の不登校体験や発達障害のこ
と、学校とのかかわりについてなど、当事者とし
ての思いをお伝えします。

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

非営利市
民活動団
体

子
17

異才ネットワー
ク

発達障害について 市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、その他

見えない障害といわれる発達障害については昨
今メディアでも取り上げられてきましたが、当事
者の保護者としての目線でわかりやすく、その困
り感や特性、対応の仕方などをお話します。特に
学童期には、学校にお願いすることになる合理
的配慮の在り方について、教員にお願いしたい
ことやその問題点など、経験に基づきお話しま
す。参加対象者、講演時間に応じて、対応させて
いただきますのでご相談ください。

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

非営利市
民活動団
体

77



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
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

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

人
10

異才ネットワー
ク

ボクが学校に行かな
かったワケ（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、その他

講師は小学４年で不登校、私立中学に進学する
も、中２で発達に凹凸があり、学習障害もあるこ
とがわかり中途退学し、公立中学へ。その後、不
登校を経て、全日制高校に入学するも、１学期
のみ通学して心身不良となり、転籍。現在は特
別支援教育に詳しい通信制高校で学んでいる。
セミナーでは自身の不登校体験や発達障害のこ
と、学校とのかかわりについてなど、当事者とし
ての思いをお伝えします。

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

非営利市
民活動団
体

人
11

異才ネットワー
ク

発達障害について（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、その他

見えない障害といわれる発達障害については昨
今メディアでも取り上げられてきましたが、当事
者の保護者としての目線でわかりやすく、その困
り感や特性、対応の仕方などをお話します。特に
学童期には、学校にお願いすることになる合理
的配慮の在り方について、教員にお願いしたい
ことやその問題点など、経験に基づきお話しま
す。参加対象者、講演時間に応じて、対応させて
いただきますのでご相談ください。

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

非営利市
民活動団
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

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

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
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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

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

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/soci
al/ educational/safety/

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

情報通信
業

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
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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
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

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
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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

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
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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
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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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

福
19

異才ネットワー
ク

ボクが学校に行かな
かったワケ（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、その他

講師は小学４年で不登校、私立中学に進学する
も、中２で発達に凹凸があり、学習障害もあるこ
とがわかり中途退学し、公立中学へ。その後、不
登校を経て、全日制高校に入学するも、１学期
のみ通学して心身不良となり、転籍。現在は特
別支援教育に詳しい通信制高校で学んでいる。
セミナーでは自身の不登校体験や発達障害のこ
と、学校とのかかわりについてなど、当事者とし
ての思いをお伝えします。

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

非営利市
民活動団
体

福
20

異才ネットワー
ク

発達障害について（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、その他

見えない障害といわれる発達障害については昨
今メディアでも取り上げられてきましたが、当事
者の保護者としての目線でわかりやすく、その困
り感や特性、対応の仕方などをお話します。特に
学童期には、学校にお願いすることになる合理
的配慮の在り方について、教員にお願いしたい
ことやその問題点など、経験に基づきお話しま
す。参加対象者、講演時間に応じて、対応させて
いただきますのでご相談ください。

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

非営利市
民活動団
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

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

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

地
25

異才ネットワー
ク

ボクが学校に行かな
かったワケ（再掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、その他

講師は小学４年で不登校、私立中学に進学する
も、中２で発達に凹凸があり、学習障害もあるこ
とがわかり中途退学し、公立中学へ。その後、不
登校を経て、全日制高校に入学するも、１学期
のみ通学して心身不良となり、転籍。現在は特
別支援教育に詳しい通信制高校で学んでいる。
セミナーでは自身の不登校体験や発達障害のこ
と、学校とのかかわりについてなど、当事者とし
ての思いをお伝えします。

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

非営利市
民活動団
体

地
26

異才ネットワー
ク

発達障害について（再
掲）

市町、公民館、
自治会、ＮＰＯ、
ＰＴＡ、その他

見えない障害といわれる発達障害については昨
今メディアでも取り上げられてきましたが、当事
者の保護者としての目線でわかりやすく、その困
り感や特性、対応の仕方などをお話します。特に
学童期には、学校にお願いすることになる合理
的配慮の在り方について、教員にお願いしたい
ことやその問題点など、経験に基づきお話しま
す。参加対象者、講演時間に応じて、対応させて
いただきますのでご相談ください。

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

非営利市
民活動団
体

No.
県担当課または

実施団体
講座名 対象者 概要

講師謝金
 ・旅費

 ・材料費等

問い合わせ
・申し込み先

組織
 ・業種別

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
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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
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

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
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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
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

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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４ におねっとレポート
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１ 「学びのメニューファイル」について
２ 講座・教室の探し方

（１）しが生涯学習スクエアで探す
（２）インターネット、携帯電話、スマホで探す
（３）情報誌で探す
３ 講座・教室等
４ におねっとレポート

滋賀県教育委員会事務局生涯学習課

〒520-8577
滋賀県大津市京町４丁目１－１
電話：077-528-4652
FAX：077-528-4962
E-mail：info@nionet.jp
ＵＲＬ：https://www.nionet.jp/
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