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日  日時　場  場所　対  対象　内 内容　定  定員　￥  費用　講  講師　出  出演　持  持ち物　申  申込方法　締  申込締切・申込期間

タイムスリップツアー～操作編～
日　令和２年1月11日U・18日U・2
月1日U・15日U　午前9時35分～
10時20分ごろ（VR操作15分程度、
ショートムービー鑑賞含む）
対・￥ 　信長の館入館者（事前予約
者）・入館料のみで可
定　各日1組（3人まで）のみ
申　11月9日U午前９時から電話受付

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館） 

TEL （31）2７００・FAX （31）2８００�
『折り紙教室』

　～干支・子（ね）の折り方～
日　11月８日Y　午後１時～４時
対・定　高齢者・障がい者　15人
￥　２00円（材料費）
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７日W～10月21日W

高齢者のためのパソコン教室
「年賀状の作成」
日　11月２日、９日、16日、23日（毎
土曜日、 計4回）、午後１時～３時
対・定　60歳以上で、当センターの「パ
ソコン教室」を初めて受講される人・５人
持　Windows7以降が
インストールされたパソコン
申　電話で申し込みください。
締　10月３日T～10月10日T

パソコンフォロー教室
日　11月５日からの毎週月・火・土曜
日のいずれかの日、午前10時～正午
対　当センターで開講した「パソコン
教室」と「パソコンフォロー教室」のどち
らかを1年以内に受講したことのある人

在学の小学３年生以上　50 人
￥　小学生 2000 円、中学生以 上
2500 円
講　市ハンドボール協会指導者
締　10 月７日 W ～ 10 月 30 日 R

大 人 のためのスポーツリズムト
レーニング＆リズムエクササイズ
日　11 月６日～ 12 月 11 日　毎水曜
日（6 回）午前 10 時～ 10 時 45 分
場　運動公園体育館
対・定　18 歳以上の人・30 人
￥　2000 円
講　西利範さん（スポーツリズムトレー
ニング協会 STAR 認定インストラクター）
締　10 月 14 日 D ～ 10 月 30 日 R

プール＆フィットネススタジオ教室
　本年度下半期講座受講生募集中

○スタジオレッスン（新規レッスン）
・HIP HOPキッズ（４歳～小２）
　水曜　午後４時30分～５時
・HIP HOPジュニア（小３～小６）
　水曜　午後５時10分～6時10分
・太極拳　
　土曜　午後３時30分～４時30分
・ココロゆったりストレッチ
　水曜　午後８時10分～8時55分
○プールレッスン
・水中ウォーキング　　火・木・金曜
・はじめて水泳　　　   火・木曜
・機能改善水中運動　
    水曜　午前10時～10時45分
　ほかにも､さまざまな講座がてんこ
もり！内容、参加費、開催日、時間など
詳しくはお問い合わせください。

申　電話で申し込みください。
締　10月４日Y～10月11日Y

かわらミュージアム 

TEL （33）８５6７・FAX （33）８７22�
謝嘉亨 Hsieh  chia-Heng  
　　陶展　近江に魅せられて

　 台 湾 の 陶 芸
家・謝嘉亨さんの
作品展。
日   10月５日U

～11月30日U　午前９時～午後５時
　　（入館　午後４時30分まで）
￥　一般 300円・小中学生 200円

旧伴家住宅（八幡教育会館） 

（新町三丁目）TEL・FAX （32）1８７７�
「重伝建ツアー」参加者募集
　匠の技と文化を今に伝える和歌山県
湯浅町の町並みや醤油蔵を訪ねます｡
日　11月10日Q  午前8時
　　　　　市役所前駐車場集合
対・定　高校生以上・25人(先着順）
￥　9000円（昼食代含む）を申込
後、会館窓口へお持ちください。
申　10月30日Rまでに電話または
ファクスで申し込みください。

ハンドボール教室（後期）
日　11 月 13 日～令和２年３月４日
　水曜日　計 13 回（12 月11 日、
25 日、1 月1 日、2 月26 日を除く）
午後５時～７時
場　運動公園体育館
対・定　市内在住・在勤・

運動公園(津田町18） 

TEL （33） 63０3・FAX （33）312４����������������

健康ふれあい公園 

TEL （3７）００７７・FAX （3８）０００6������
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文化会館� ��
TEL （33）８111・FAX （33）８112�����������

第21回近江笑人寄席
　社会人落語「泉笑会」の皆さんの落
語で脳の活性化！終了後、大抽選会！
日　11月３日D　午後１時30分開
演（午後１時開場）
￥　前売500円、当日700円（全席自由）
小山実稚恵ピアノリサイタル

　チャイコフス
キ ー 、ショパ ン
の二大国際コン
クールに入賞し
た唯一の日本人
ピアニストのます
ます磨きのかか
る叙情あふれる

演奏をお楽しみください。
日　12月15日Q　午後２時開演

（午後１時30分開場）
￥　Ｓ席3000円、Ａ席2500円

（全席指定）
新春恒例 上方落語 米朝一門会　
　開館以来続く恒例の落語会。新春の
門出を上方落語で初笑いを。
日　令和２年1月5日Q　午後２時
開演（午後１時30分開場）
出　桂南光、桂ざこば、月亭八方ほか
￥　Ｓ席3000円、Ａ席2500円

（全席指定）

文芸セミナリヨ�
TEL （４6）6５０７・FAX （４6）6５1０�
第235回はつらつコンサート
　「なつかしの昭和歌謡」
日　10月17日T　午後２時開演

市 のし だよりせつ

2７

10 月 6 日 Q発売開始

広告

好評発売中

（午後１時30分開場）
出　八日市マンドリンアンサンブル、
高井典子（歌）
￥　500円（全席自由）
ワンコインコンサート　シリーズ121

「秋風薫るラッパとピアノの音色」

日　10月19日U　午前10時30分
開演（午前10時10分開場）
出　滝村洋子（トランペット）、岸部雅
史（トロンボーン）、髙果奈（ピアノ） 
￥　500円（保護者膝上の乳幼児は
無料、全席自由）
冨田一樹パイプオルガンリサイタ
ル～バッハへの道のり～
日　10月26日U　午後2時開演（午
後1時30分開場）
￥　一般2200円、高校生以下1000
円（当日各500円増し）（全席指定）
クリスマスコンサート ～聖夜に舞う音～
日　12月21日U　午後２時開演

（午後１時30分開場）
出　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）
￥　一般2500円、ペア4500円、高
校生以下1000円（当日各500円増）

（全席指定）

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
日　10月３日T、11月７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30組（要事前予約）
￥　500円（親子1組）
持　体育館シューズ、タオル
申　電話で申し込みください。
ストレッチで姿勢改善（秋コース）
　基本的な姿勢を保ったり、手軽なスト
レッチで健康増進ができる教室。
日　10月２日R・９日R・16日R

（全３回）、午前10時～11時30分
対　18歳以上　定　35人（先着順）
￥　1500円（３回分）
講　藤田マオさん
持　体育館シューズ・タオル
※運動しやすい服装でお越しください
申　受講料を添えて窓口で申し込み
みんなでマジックinメリーゴーランド
日　10月14日D　午前10時～正午
場　多世代交流館(メリーゴーランド）
対　４・５歳児とその保護者
定　15組
￥　１組200円（保険、材料費含む）
申　電話で予約してください。

安土城天主信長の館�
☎（４6）6５12・FAX （４6）6５13�

タイムスリップツアー～案内編～
　信長の館スタッフがコントローラー
を操作しVR映像のマニュアルバージョ
ンで安土城創建当時に案内します。
日　12月14日U・令和2年2月22日
U　午前10時～、10時50分～（15
分程度）
対・￥　信長の館入館者（事前予約
者優先）・入館料のみで可 定  40人
申　11月9日U午前9時から電話受付

友の会会員募集中！

近江八幡市中村町21-6（グリーンホテルYes近江八幡内）

株式会社ハオチーワン TEL（0748）34-3700
広告

http://www.haochi-1.com/
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滝村洋子 岸部雅史 髙　果奈

好評発売中


