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　　※市外の人はいずれも500円増。
講　 深野新次郎さん・深野貴彦さん

（シテ方観世流能楽師）
申　 お問い合わせのうえ、所定の申

込用紙を提出ください。
　　※ 10月6日T・13日T・14日Y・

28日Yは無料で体験・見学が
できます。事前に電話で予約く
ださい。

文芸セミナリヨ・あづちマリエート体
育館　改修工事のお知らせ
　下記の期間、改修工事のため施設
の利用を停止します。
※ 文芸の郷練習場、多目的グラウンド、

テニスコートは利用可能です。
利用停止期間
　11月1日E～令和5年3月末

かわらミュージアム 

TEL （33）８５67・FAX （33）８722�

花結び作品展

　東近江市在住で花結び作家である
田中年子さんの作品展です。花結び
は、一本のひもを手で結び、花や蝶紋
などを表現する伝統技芸で、古くから
大切に伝えられてきました。
　何気なく行っている「結ぶ」という行

　※ 会期・展示内容のお問い合わせ
　　文化振興課　 （36）5529

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館）�

TEL （31）27００・FAX （31）2８００�

※ マスクの着用をお願いします。
点字体験教室
日　11月5日U　午前10時～正午
定　10人（先着順）
申　電話で申し込みください。
締　10月7日Y～21日Y

折り紙教室　～干支・卯の折り方～
日　11月7日W　午後1時～4時
対　高齢者・障がい者
定　15人(先着順）
￥　200円程度(実費)
持　練習用の折り紙、ハサミ、のり
申　電話で申し込みください。
締　10月6日T～20日T

画用紙を使った切り絵教室
日　11月22日E

　　午前10時～正午
定　10人（先着順）
申  　電話で申し込み

ください。
締　10月6日T～20日T

運動公園(津田町18）�

TEL （33）63０3・FAX （33）312４��������

テニス教室＆キッズテニス教室
　硬式テニスの基礎を習得しながら、

為の中にある、長い歴史と伝統に培
われた美を一本の紐の中から感じて
みませんか。茶道の袋結びや祭礼の
飾りに使われる結び作品を約100点
展示します｡
日　10月1日U～11月6日Q

　　午前9時～午後5時（入館は午後
　　4時30分まで）
￥　一般 300円、小・中学生 200円

資料館（新町二丁目22）�

TEL（32）7０４８・FAX（32）7０５1�

秋季企画展（同時開催）
・町衆の「記

しるし
」と「印

しるし
」

・ちょっと昔のあのおもちゃ展

　町衆の「記」と「印」では、「しるし」を
キーワードに、近江八幡の町衆が自身
の権利獲得のために残した「記」録と、
八幡商人がもつ屋「印」にかかわる資
料を展示します。
　また同時開催の「ちょっと昔のあ
のおもちゃ展」では、江戸～昭和時代
にかけての、現在も遊ばれるおもちゃ

（玩
がん

具
ぐ

）を展示します。
日　10月18日E～12月11日Q

　　 午前9時～午後4時30分（入館
は午後4時まで）

　　休館日　毎週月曜日
￥　一般 300円、小･中学生 150円

文化会館� ��
TEL （33）８111・FAX （33）８112�

近江笑人寄席
好評発売中

　社会人落語「泉笑会」の皆さんによ
る社会人落語です。プロとは一味違っ
た落語をお楽しみください。
日　11月3日D　午後2時開演予定
￥　500円　全席自由

ファミリーコンサート
　近江八幡吹奏楽団による、親子で
楽しめるコンサートです。　要整理券
日　11月13日Q　午後２時開演予定
￥　無料（全席自由）
申　窓口で整理券を申込ください。

ミュージカル「クリスマス・キャロル」
　
　クリスマスイブを迎えたロンドンの
下町が舞台の、不思議で心温まるファ
ンタジーミュージカル。同名小説を原
作とした、オリジナリティあふれる迫力
の舞台です。
日　11月17日T　午後6時30分開
　　演予定
￥　S席 5,000円、A席 3,000円
　　（全席指定。文化会館自主事業に
　　よる特別料金）

文芸セミナリヨ�
TEL （４6）6５０7・FAX （４6）6５1０�

オルガンフェスティバル
　オルガン教室の卒業生によるコン

サートを行います。
日　10月10日D　午後2時開演
　　（午後1時30分開場）
￥　500円（全席自由）

第247回はつらつコンサート
「マンドリンで奏でる

心に響く名曲の数々」
日　10月20日T　午後2時開演
　　（午後1時30分開場）
￥　500円（全席自由）
出　八日市マンドリンアンサンブル
　　＆高井典子（歌）

あづちマリエート  

TEL （４6）26４５・FAX （４6）323８�

リズムにあわせてリトミック♪
　アリーナの広い空間で、澄んだピア
ノの音色と歌声にあわせて楽しく過ご
しましょう。
日　10月20日T

　0～1歳児／午前10時～10時45分
　2～3歳児／午前11時～11時45分
定　各回30組
￥　1回500円（親子1組）
申　電話で申し込みください。

能楽教室受講生募集
　謡と仕舞の基礎が学べます。経験
者も受講可能。無料体験もできます。
日　 月２回のお稽古（木曜日コース、

金曜日コース）
　　※ 時間はお問い合せください。
￥　月額： 2,500円（高校・大学生）、

3,500円（一般）   

健康や体力の増進と生涯を通してス
ポーツに親しみ、参加者相互の交流
を深めましょう。
※大人とキッズでメニューは異なります。
日　 11月5日～12月24日の毎週土曜

日（計8回）　午前9時～10時30分
　※ 申込人数により中止とする場合

があります。
対　 大人／市内在住・在学・在勤の

中学生以上の人
　　キッズ／市内在住の小学生
定　大人・キッズともに15人
￥　大人3,000円、キッズ2,000円
講　日本スポーツ協会公認指導員
持　ラケット(貸し出しあり)、シューズ
申　 申込用紙に必要事項を記入し、受

講料を添えて申し込みください。
締　 10月3日W～24日Wの午前8時

30分～午後5時(土・日曜・祝日も
受け付けます)

大人のための
リズムトレーニング教室
日　 10月30日～12月11日の毎週

日曜日（計6回、11月20日は休
講）　午前10時～11時

場　 健康ふれあい公園　フィットネ
ススタジオ

対・定　�市内在住・在学・在勤の18歳
以上の人、20人

講　 西利範さん（リズムトレーナー）
￥　２,000円
申　 申込用紙に必要事項を記入し、受

講料を添えて申し込みください。
締　 10月3日W～24日Wの午前8時

30分～午後5時(土・日曜・祝日も
受け付けます)

西川本店（庄六家）
従業員法被

羽子板と追い羽根

好評発売中


