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ビーズ工房 瑛
ひかる

ビーズ作品展

　市内在住の川嶋佐由美さんは、県
内各地でビーズ教室「ビーズ工房 瑛
(ひかる)」を開き、ネックレスやブロー
チなどのアクセサリー作りを教えて
います。始めた頃は、透明なテグスを
使用した作業が、針と専用糸を使っ
てビーズを編み込んだり、あらかじめ
ビーズを通した糸をかぎ針で編んだ
り、結び目を繰り返してビーズを編み
込んだりなど、手法はどんどん進化し
ていきました。机の上の小さなスペー
スで楽しめるビーズ手芸は、作る楽し
みと身に着ける喜びを教えてくれまし
た。キラキラとした輝きを放つ、ビーズ
アクセサリーの新しい世界をご覧くだ
さい。
日　11月9日R～12月4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

寄せ植え教室
日　12月9日Y　午前10時～正午
対　高齢者・障がい者（一般も可）
定　15人（先着順）
￥　3,000円（実費）
申　電話で申し込みください。
締　11月5日U～15日E

パソコンフォロー教室
 ボランティアが、パソコン利用に関す
るアドバイス・指導を行います。
日　 12月5日からの毎週月曜日
　　（いずれかの日を選んで受講）
　　午前10時～正午
対　 市内在住で、当センターのパソコ

ン教室、パソコンフォロー教室の
どちらかを受講したことのある人

申　電話で申し込みください。
締　11月4日Y～11日Y

運動公園(津田町18）�

TEL （33）6303・FAX （33）3124��������

ハンドボール教室（後期）参加者募集
日　 11月16日から令和5年3月22日

までの水曜日（全11回）
　　 小・中学生／午後５時～７時、
　　高校生／午後７時～９時
対　 市内在住・在学・在勤の小学生以

上の人
定　 100人（申込人数により教室を

中止する場合があります）
￥　1，500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　11月1日E～11日Y

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　12月11日Qまで
　　 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
　　※ 会期・展示内容のお問い合わせ
　　　文化振興課　 （36）5529

アクティ近江八幡  

TEL （3８）07５８・FAX （3８） 07５9�

なつかしの映画ワンコインDVD上映
「黒部の太陽」
日　11月23日D　正午開場、午後1
　　 時上映
定　280人　￥　500円
申　電話予約を優先します。
　　※空き状況により当日券あり
締　11月20日Q　午後５時まで

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。
初心者のための点字体験教室
日　12月3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　11月5日U～19日U

文化会館� ��
TEL （33）８111・FAX （33）８112�

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　窓口で整理券を申し込みください。

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）

あづちマリエート  

TEL （46）264５・FAX （46）323８�

メリーゴーランド（多世代交流館）
　おとぎの国のように楽しい気分を
体験できます。
日　土・日曜、祝休日
　　 午前10時～午後

３時30分
対　 小学生以下のお

子さん
￥　 1回100円
　　（付き添いの人は無料）
　　 ※冬季12月～２月は休みます。

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）
　　※市外の人は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。
　　※ 11月11日Y・25日Y・30日R

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
安土城天主 信長の館
改修工事のお知らせ
　改修工事につき、令和５年３月末ま
で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。

2022いきいきハイキング
　in近江八幡  ～わがまち、探求～
　健康づくりのフィー
ルドを郊外に求め、散
策を通じ新たな発見
と出会いで心と健康
の増進をはかりましょう。
日　12月3日U　午前8時40分受付
　　午前9時スタート
場　安土町総合支所集合
￥　1,000円（参加賞、拝観料など）
　　※当日集めます
持　 水筒、雨具、帽子、着替え、健康保

険証のコピー
申　 スポーツ推進課または各コミュニ

ティセンターに申し込みください(
郵送・ファクス・Eメールでも可)｡

締　11月25日Y必着

第39回トリプルテニス大会
　本市発祥のトリプルテニス（３人制
ソフトテニス）を楽しんでみませんか。
日　 12月4日Q　午前9時受付、午

前9時20分開会　参加無料
対　 市内在住・在学・在勤の中学生

以上の人。または、市ソフトテニ
ス協会の加盟者

定　 申込先着順で、シニアの部・一般
の部ともに16チーム（48人）を
原則とします。

　　 ※シニアの部は３人の年齢の合
　計が180歳以上とします。

申　 申込用紙に必要事項を記入し、
スポーツ推進課まで申し込みく
ださい（ファクス可）。

締　11月4日Y～25日Y


