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広告

日　12月8日T～22日T

　　 午前9時～午後5時（入館は午後
4時30分まで）

　　※ 最終日は企画展のみ午後4時
まで　休館日　毎週月曜日

￥　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

・ 一般の部　　　　　　　　　　　
中学卒業以上の男子を含み編成さ
れたチーム（高校生は除く）

・ 一般女子の部　　　　　　　　　
中学卒業以上の女子で編成された
チーム（高校生は除く）

・ 高校の部（男）　　　　　　　　　
高校生の男子で編成されたチーム

・ 高校の部（女）　　　　　　　　　
高校生の女子で編成されたチーム

・ 中学の部（男）　　　　　　　　　
自校の男子生徒で編成された中学
生のチーム

・ 中学の部（女）　　　　　　　　　
自校の女子生徒で編成された中学
生のチーム　　　　　　　　　　
※いずれの部門も6区間
チーム編成
　監督1人、選手6人、補欠3人
￥　　　　 中学の部　3,000円
　学区対抗・高校の部　6,000円
　一般・一般女子の部　8,000円

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

※ マスクの着用をお願いします。
画用紙を使った切り絵教室
日　令和5年1月17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　 12月8日T～22日T

第69回近江八幡駅伝競走大会
出場チーム募集
日　令和5年１月15日Q

部門
・ 学区対抗の部　　　　　　　　　

中学卒業以上の学区内在住者で編
成されたチーム（高校生・大学生は1
チーム3人まで）

文化会館� ��
TEL （33）8111・FAX （33）8112�

新春恒例  上方落語  桂米朝一門会

　開館以来続く恒例の落語会。新年の
門出を上方落語でお楽しみください。
日　令和5年1月7日U

　　午後2時開演
　　（午後1時30分開場予定）
　　※ 就学前のお子さんの入場はご

遠慮ください。
出　 桂ざこば・桂南光・桂塩鯛ほか桂

米朝一門の皆さん
￥　3,000円（全席指定）

能楽教室無料体験会

　能楽の謡と仕舞の体験をしません

か。シテ方観世流能楽師の講師が丁
寧に対応します。
日　 12月8日T・9日Y・23日Y・　

27日E

　　※ 時間はお問い合せください。
場　文芸の郷練習場
対　高校生以上
￥　参加無料
申　電話で申し込みください。

多世代交流館を休館します
　冬季（12月～2月）は、多世代交流
館を休館します。あわせて、館内のメ
リーゴーランドも利用できません。来
年3月から開館します。

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。

かわらミュージアム 

TEL （33）8567・FAX （33）8722�

やすようご　アートフェスタ　
　県立野洲養護学校高等部の作品展
です。授業や余暇活動、文化祭のため
に制作された、絵画・陶芸・版画・折り
染めによる多彩な作品などを一堂に
展示します。

申込方法
　12月12日Wまでに所定の申込用
紙に参加料を添えて、スポーツ推進課

（運動公園内）へ持参するか、郵送の
場合は現金書留または定額小為替で
申し込みください。

グラウンドゴルフ場の利用を開始
　芝生育成のために延期していまし
たグラウンドゴルフ場の利用を12月1
日Tから開始します。ぜひ皆さんでご
利用ください。
￥　1回（16ホール）
　　一般 500円、中学生以下 200円、
　　70歳以上80歳未満 350円、
　　80歳以上90歳未満 250円、
　　90歳以上 無料、
　　道具（スティックとボール） 200円
利用時間　午前9時～午後5時

　滋賀県で令和7年9月28日から開催が決定している「国民スポーツ大会・
全国障害者スポーツ大会」まで1,000日となることを記念してイベントを開
催します。
　大会マスコットキャラクターのキャッフィーとチャッフィーが登場し、来場の
皆さんに数量限定の記念品を配布します。
　詳しくは決定次第、市ホームページとAQUA21
のホームページでお知らせします。

桂 南光桂ざこば

西川本店（庄六家）
従業員法被

羽子板と追い羽根

『安心整備で 安全運転を！！。』

竹内モータース・グループ

広告

㈱竹内モータース
  近江八幡市出町４２９－７
  ＴＥＬ：０７４８－３３－２２６６

㈱ホーコー
  近江八幡市若宮町２１３－３
  ＴＥＬ：０７４８－３７－３０４８

広告

白 鳥 メ デ ィ カ ル ゾ ー ン
②田原整形外科
　TEL(33)1780

③耳鼻咽喉科
　　坂口クリニック
　TEL(36)3341

④ともこどもクリニック
　TEL(33)5565

　TEL(43)1178
①白鳥 内科脳・神経

総合

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館）�

TEL （31）2700・FAX （31）2800�

健康ふれあい公園 

TEL （37）0077・FAX （38）0006������

好評発売中

御祝い、御返し、ご進物
など全国発送も賜ります。 近江八幡市武佐町
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認定「近江牛」指定店番号007号
滋賀食肉市場買参者番号 007番

美味満 ・々・・厳選 純良近江牛美味満 ・々・・厳選 純良近江牛

広告

日　 令和5年1月2日F　午後2時～
場　 AQUA21（イオン近江八幡ショッピングセンター内）

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ  1,000日前記念イベントを開催

運動公園�

TEL （33）6303・FAX （33）3124��������
〒523-0086��津田町18� ��������

問　国スポ・障スポ推進課　 （33）6600・ （33）3124・ 15074

あづちマリエート  

TEL （46）2645・FAX （46）3238�


