平成30年９月 行事カレンダー
行事・イベント紹介

日・曜日

行事名
楽しく学ぶ！成年後見制度～悪質商法被害防止
と地域の見守り～

1

土

就学に悩む保護者のための相談会

ヴォーリズＪＡＺＺ ＮＩＧＨＴ２０１８

市民体力測定会
2

3

4

日

１９：００〜２１：００

９：３０～１２：００

主な内容

安曇川公民館

地域包括支援課（地域包括
支援センター）

（２５）８１５０

内容：落語「恋はコイでも『金持って来い』!?」
落語家 はやおき亭貞九郎 氏など/定員 １５
０人/参加費：無料

安曇川デイサービスセンター

高島市社会福祉協議会

（３６）８２２１

子育ての先輩に体験談を聞いたり、就学の悩
みを一緒に考えます。申込不要

ヴォーリズ公園

ヴォーリズＪＡＺＺ ＮＩＧＨ
Ｔ実行委員会 桑原さん

０９０（８９３６）
０８６９

出演団体 浜田博行メモリアルバンド＆浦千鶴
子・市民ジャズオーケストラ「Ｂｉｇ Ｂｅｌｌ」

新旭体育館・湖西中学校体育 スポーツ推進委員会事務局
館
（市民スポーツ課内）

（３２）４４５９

項目 握力、上体起し、長座前屈等/持ち物
上履き、タオル、お茶/申込締切８月２７日

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

（２２）１４１４

火曜休／鑑賞無料

障がいのある方の水泳教室（５回目）

１２：００～１３：３０

今津Ｂ＆Ｇ海洋センター

湖西総合在宅サービスセン
ター ほろん

(２２)４０４１

身体機能訓練を主な目的とした水泳教室。対
象 市内在住で身体障害者手帳を持っている
方/定員１０人/申込締切 ７月１２日

今津東コミュニティセンター

今津税務署

（２５）２５６１

来年１０月１日から消費税の軽減税率制度が
導入されるための事業所向けの説明会

新旭保健センター

健康推進課

（２５）８０７８

参加者 男性のみ／料理 鶏肉のトマト煮込
み・ゴーヤチャンプルー・わかめの中華スープ
／申込締切 ８月２９日／定員１８人

観光物産プラザ

高島地域雇用創造協議会

（２５）５７３１

市で作られた商品の魅力の作り方や「打ち方」
のコツを学ぶ全４回のセミナー／申込締切８月
３日

藤樹の里文化芸術会館

今津税務署

（２５）２５６１

来年１０月１日から消費税の軽減税率制度が
導入されるための事業査向けの説明会

観光物産プラザ

高島地域雇用創造協議会

（２５）５７３１

対象 市内在住の３０代～６０代の女性/定員
３０人

健康推進課

（２５）８０７８

元読売テレビアナウンサーであり、妻との闘病
生活を綴った「１１２日間のママ」の著者である
清水健氏の講演会。参加費( 入場料) 高校生
以上：５００円 中学生以下：無料

子育て支援課

（２５）８１３６

平成３１年度に保育園・幼稚園・認定こども
園を利用するために必要な「支給認定の申請」
と「施設利用の申し込み」の説明を行います。

月

火
１４：００～

１０：００～１３：００

水
商品力魅力アップセミナー（第３回）

6

木 消費税軽減税率制度説明会

7

金

たかしまの新しいお土産品に関するモニタリング
＆試食会

清水健氏によるチャリティー講演会
「大切な人の想いとともに．．．」

土

平成３１ 年度保育園・幼稚園・認定こども園新規
入園説明会

若いオストメイト交流会

２０１８ 高島ロングライド１００

9

１３：００～

問い合わせ先

１０：００～２２：００

健康推進員の男性による男性のための料理教室

8

１３：３０～１６：００

場所

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ
「”木花夢坊二人展”～お気に入りをさがして～」
（～１５日）

消費税軽減税率制度説明会

5

時間

１３：３０開演

１４：００～

１０：００～１２：００

１０：３０～１２：００ 高島市民会館

①１０：００～１１：００ ①安曇川公民館
②１３：３０～１４：３０ ②大師山さくら園

１３：３０～１６：００

８：００～

草津市 市民交流プラザ

講演 若い世代のオストメイトのための生活の
日本オストミー協会滋賀県支
ヒント 講師：草津総合病院 皮膚・排泄ケア認
０７７（５６２）１７７３
定看護師 平井 詠子氏 体験談発表・悩みや
部
問題を話し合う交流会

マキノ高原発着

高島ロングライド実行委員会

（２５）４２０７

全国のライダーが集結し、たかしまの豊かな自
然を体感しながら市内全域100ｋｍのコースを
自転車で走ります。

（２５）８１３６

平成３１年度に保育園・幼稚園・認定こども
園を利用するために必要な「支給認定の申請」
と「施設利用の申し込み」の説明を行います。

平成３１年度保育園・幼稚園・認定こども園新規入
園説明会

１０：００～１１：００

今津保健センター

子育て支援課

滋賀の保育所・認定こども園等就職フェア

１３：００〜１６：００

ビバシティ彦根
（彦根市竹ヶ鼻町43ー１）

滋賀県保育士・保育所支援セ
対象 保育の現場に就労を希望する学生およ
０７７（５２５）５２０３
び一般求職者
ンター

安曇川公民館

安曇川公民館

朽木針畑畑地域の山林

巨木と水源の郷をまもる会事
務局

日

人権研修会（安曇川支部）

とちのみ拾い

１３：３０～

９：００～１２：３０

（３２）０００３

女性の人権・国民性・保健衛生に関する講演

０８０（３８４１）
４２５２

参加費 200円（高校生以下無料）/対象 小学
生以上/申込締切 ９月２日

10

月 商品力魅力アップセミナー（第４回）

１３：３０開演

観光物産プラザ

高島地域雇用創造協議会

（２５）５７３１

市で作られた商品の魅力の作り方や「打ち方」
のコツを学ぶ全４回のセミナー／申込締切８月
３日

11

火 昭和の歌♪ピアノ弾き語りコンサート

１３：３０開演

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

（３２）２４６１

音楽療法士 岡本仁司/入場無料/全席自由

９：３０～

安曇川老人福祉センター

高島市シルバー人材センター

（３６）８１９１

６０歳以上のはたらく意欲のある方が対象。

本庁 福祉相談室

人権施策課

（２５）８５２４

秘密は厳守されます。料金 無料/予約 不要

９：３０～

安曇川老人福祉センター

高島市シルバー人材センター

（３６）８１９１

６０歳以上のはたらく意欲のある方が対象。

１２：００～１３：３０

今津Ｂ＆Ｇ海洋センター

湖西総合在宅サービスセン
ター ほろん

（２２）４０４１

身体機能訓練を主な目的とした水泳教室。対
象 市内在住で身体障害者手帳を持っている
方/定員１０人/申込締切 ７月１２日

長寿介護課

（２５）８０２９

市長が市内最高齢者（男女）を訪問し、長寿を
お祝いします。（男性は滋賀県男性最高齢者で
す。）

①１０：００～１１：３０
新旭保健センター
②１２：３０～１５：００

健康推進課

（２５）８０７８

対象16～69歳の方（初めての方は64歳まで）

①１０：００～１２：００
新旭公民館
②１４：００～１６：００

文化財課

（３２）４４６７

市に残る「墓所」をテーマに、その構造や歴史
的背景を学ぶとともに、墓所に眠る先人の人物
像を見ていきます。募集期間８月１日～２２日

高島市シルバー人材センター入会希望説明会
12

水
特設人権なんでも相談所

高島市シルバー人材センター入会希望説明会

13

木

障がいのある方の水泳教室（６回目）

敬老訪問

14

金 献血（全血）

歴史体験学習会「たかしま歴史楽」
15

土

１３：３０～１６：００

１１：００～

安曇川町

15

土
初めての”ジェンダー”講座

働く女性の家

働く女性の家

（２２）５７７５

ＬＧＢＴやセクハラ、マタハラ、パワハラ等ジェン
ダーの基本を学び、正しい理解を深める。受講
料 無料/事前予約制

安曇川公民館

人事課

（２５）８５２５

初級一般事務職 若干名／消防職 １人程度
／受付期間８月１日～ 24 日（土日祝除く）

１３：００〜１６：００

コラボしが21（大津市打出浜
２ー１）

滋賀県保育士・保育所支援セ
対象 保育の現場に就労を希望する学生およ
０７７（５２５）５２０３
ンター
び一般求職者

１０：００～２２：００

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

（２２）１４１４

出展 二人展 古川富子 出口真樹子/火曜休
/鑑賞無料

１０：００～１３：００

安曇川公民館

健康推進課

（２５）８０７８

講話や調理実習によって自分の食事の量と内
容を学ぶ。定員 ２５人（先着順）/料金 200円

高島高校

市民協働課

（２５）８５２６

地域で活躍する若者を育てる「高校生キャリア
デザイン事業」のひとつ。人生設計（キャリアデ
ザイン）を考えることを目的に実施。

１０：００～１６：００

ギャラリー藤乃井

ギャラリー藤乃井

（３２）０１５０

出展 むとう永二郎／鑑賞無料

１３：３０～１６：００

安曇川公民館

滋賀県湖北介護・福祉人材セ
介護や福祉の仕事と、資格に関するご相談に
０７４９（６４）５１２５
ンター
お答えする「出張相談」を開催。 相談 予約制

森林公園くつきの森

森林公園くつきの森

（３８）８０９９

雑木林の手入れ、ヒノキの伐採、薪づくり。定
員２０人/申込締切 ９月１９日

安曇川世代交流センター

スポーツ推進委員会事務局
（市民スポーツ課）

（３２）４４５９

対象 小学生以上/申込不要/参加費 １００円

（３２）２８００

高島市後援。健康の増進と子供たちの健やか
な成長に役立てるためのチャリティー。参加費
5,000円 プレー代自己負担/申込期限 ９月７
日

１０：００～１２：００

平成30年度高島市職員採用試験

16

日 滋賀の保育所・認定こども園等就職フェア
ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ
「藤とあそぶ」（～３０日）

17

月

18

火

19

水 食と運動の健康教室【糖尿病予防】

Work Life Expo'18
20

木
ギャラリー藤乃井
「二胡の水彩による中国風景画展」（～２４日）

21

金 介護・福祉のお仕事出張相談

22

土 未来の森づくり（第３回）

里湖で地域を結ぶウォーキング
23

24

月

25

火

９：００～

８：０４開始

朽木ゴルフ倶楽部

高島経済会

新旭公民館集合

高島市文化協会事務局

０９０（７８７４）８６４０

北国街道と木之本地蔵方面へ写生会に行きま
す。定員 ２０人/申込締切 ９月１５日

写生会

８：３０～

水 マナー教室

１３：００～１５：００

新旭公民館

滋賀県立視覚障害者センター ０７４９（２２）７９０１

テーマ「明るく楽しく元気よく、笑って暮らすため
のコミュニケーションについて」/参加料 無料

家族介護教室

１１：００～１５：００

高島保健センター

地域包括支援課（地域包括
支援センター）

（２５）８１５０

申込締切 ９月２１日

プロから学ぶ、思いの伝わるパンフ・通信の作り方
講座

１９：３０～２１：３０

新旭公民館

たかしま市民協働交流セン
ター

（２０）５７５８

プロからわかりやすく教えていただける講座で
す。参加費 500円/定員 ２０人

１０：００～１２：００

働く女性の家

株式会社キャリア・マム

０１２０（９００）６５７

参加費 無料/定員あり/要予約/締切 １０月４
日

９：３０～１２：００

ビラデスト今津平池コース

高島市びわこ水源の森活用
委員会事務所

（２５）８５１２

対象 １８歳以上/定員 先着１５名/参加費
1,000円

９：００～１５：００

今津駐屯地

今津駐屯地司令職務室

（２２）２５８１

観閲式、訓練展示、戦車試乗、装備品展示、
野外販売等

マキノピックランド

観光振興課

（２５）８０４０

名物イベント「栗のイガ投げ大会」「もちまき大
会」「栗の重量あてクイズ」など盛りだくさん。

高島市民会館

高島わたぼうしコンサート開
催委員会事務局

（２２）３８７６

歌うボランティア奈良わたぼうし/一般1,000円
高校生以下・障がい者700円 小学生未満 無
料

場 所

問合せ先

今津町桂（桂浜園地）

びわ湖高島観光協会
TEL （３３）７１０１

27

木

28

金 在宅ワーク入門セミナー

29

土 森林セラピー

陸上自衛隊今津駐屯地創立６６周年記念行事

30

１０：００～

日
第１０回高島市民チャリティゴルフコンペ

26

９：００～１２：００

日 マキノカントリーフェスタ２０１８

高島わたぼうしコンサート２０１８

見頃の花
彼岸花の群生

１０：００～１６：００

１４：００開演

時 期
９月上旬～中旬

