
定　50 人
￥　小・中学生 2000 円
　　一般 3000 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　４月 15 日 W ～５月７日 E

ゴルフ教室（春コース）

日　月曜コース
　５月13日W～７月１日W（計８回）
　午後７時 30 分～９時 30 分
　金曜コース
　５月17日Y～７月５日Y（計８回）
　午前 10 時 30 分～０時 30 分
場　グリーンピア近江八幡ゴルフ（倉
橋部町）
対　市内在住・在勤・在学の中学
生以上
定　各コース 15 人（先着順）
￥　16,000 円（ボール代など）
講　吉井泰恵さん（日本女子プロゴ
ルフ協会公認指導員）
締　４月 15 日 W ～５月７日 E

文化会館友の会 会員募集

　文化会館が主催する演劇や各種コ
ンサートなどの先行予約や会員ご招
待の公演案内などの特典があります。
年会費は1000円（振込での申し込み
も可）。有効期間は４月１日から１年
間。
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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 持物　申 申込方法　締 申込締切・申込期間

広告

広告

ちいさな着物遊び展
　ギャラリー古古 大井とき江さんの古布

を使った人形の愛らしい着物を展示。

日　４月５日Y～５月30日T　午前
９時～午後５時（入館は午後４時30
分まで。４月８日、15日、22日は休館）
￥　一般300円、小中学生200円

春からスポーツを
                はじめませんか？
( 各教室の申込方法 )　
　所定の申込用紙に必要事項を記入
の上、生涯スポーツ課（運動公園内）
に直接申し込んでください。土日も受
け付けできますが、電話での申し込
みはできません。申込期間終了後は、
受講料の返金はできません。
女性テニス・キッズテニス教室

日　４月 20 日 U ～６月 29 日 U

　( 全 10 回、土曜日、5/4 休講）
　第１部 午前８時 30 分～ 10 時
　第２部 午前 10 時 30 分～正午
場　運動公園テニスコート
対　【女性】市内在住・在勤・在学の
　中学校以上の女性
　 【キッズ】市内在住・在学の小学生
定・￥　【女性】各部15 人、4000 円
　　【キッズ】各部35 人、3000 円

文化会館�
TEL （33）８１１１・FAX （33）８１１２�

運動公園(津田町18） 

TEL （33） 6303・FAX （33）3１２４

※ラケットの貸出可
講　日本スポーツ協会公認指導員
締　４月 10 日 Rまで
ハンドボール教室（前期）
日　５月８日・22 日、６月５日・12
日・19 日・26 日、７月３日・10 日・
17 日、８月 28 日、９月４日・11 日・
18 日（全 13 回、水曜日）
　　午後５時～７時
場　運動公園体育館
対　市内在住・在勤・在学の小学
３年生以上
定　50 人
￥　小学生 2000 円
　　中学生以上2500 円
講　近江八幡市ハンドボール協会指
導者
締　４月 10 日 R ～４月 26 日 Y

ソフトテニス教室
日　５月 11 日 U ～６月 29 日 U

   （全８回、土曜日）
    午後７時 30 分～９時 30 分
場　運動公園体育館
対　市内在住・在勤・在学の小学
校４年生以上の人
定　60 人（先着順）
￥　2000 円　※ラケットの貸出可
講　近江八幡市ソフトテニス協会公
認指導者
締　４月 10 日 R ～４月 26 日 Y

スポーツリズムトレーニング教室
日　５月 15 日 R ～６月 12 日 R

　　 ( 全５回、水曜日）
　　午後５時～６時
場　市民アリーナ（市井町）
対　市内在住・在勤・在学の小学
生以上

かわらミュージアム 

TEL （33）８５6７・FAX （33）８７２２�



能楽教室 受講生募集
　織田信長公ゆかりの能楽の謡と仕舞
を学んでみませんか。基本から気軽に
お稽古いただけます。　体験や見学も
可能です｡
日　原則　土曜日（月2回）
　　午後1時～２時30分
講　深野新次郎さん（観世流能楽師
シテ方）
￥ 　高校・大学生 2500円（市内）・
3000円（市外）、一般 3500円（市
内）・4000円（市外）
※お問い合わせの上、お申し込みください
リズムにあわせてリトミック
日　５月９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、飲み物
申　電話で申し込みください
エクササイズ＆ヨガ教室（春コース）
日　５月14日E、23日T、30日T

　　午前10時～11時30分
対　18歳以上の健康な人
定　各回35人程度（先着順）
￥　600円（1回）
持　体育館シューズ、ヨガマットまた
はバスタオル、タオルなど
申　電話で申し込みください
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市 のし だよりせつ

資料館（新町二丁目22）�
☎（3２）７0４８・FAX （3２）７0５１�

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館） 

TEL （3１）２７00・FAX （3１）２８00�

第232回はつらつコンサート
「ドンドン・ピーヒャラ・ジャカジャカジャン！」
　コンサートの最後には「みんなで歌
おう♪」のコーナーもあります。
日　４月18日T　午後２時開演
　　（午後２時30分開場）
出　大橋亮介（和太鼓）、比江嶋さとる

（篠笛）、田中晧
こ う じ

丈（ギター）
￥　500円（全席自由）

ワンコインコンサート　シリーズ117
「春うらら✿ときめき音楽会へようこそ！」
　乳幼児から本物の音楽に触れ
てみませんか。
日　４月27日U　午前10時30分開演
　（午前10時開場）　
出　東村佳奈（ソプラノ）、中川真由美

（フルート）、戸田恵（ピアノ）
￥　500円（保護者膝上の乳幼児は
無料）　全席自由
安土文芸の郷歴史講座
　～本能寺の変の真実～
　2020年ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟が
くる」の放映を前に、関心の高い明智
光秀公に焦点を当てた講演会です。
本能寺の変の真相や明智光秀公の行
動について解説します。
日　５月25日U　午後１時30分開演
　　（午後１時開場）　　　全席自由
講　明智憲三郎（歴史作家）
￥　一般800円、学生400円

シニア世代健康スクエア
　４種目の簡単な種目の測定。
日　６月７日Y　午前10時開始
対　市内在住、在勤の65歳以上の人
定　50人（先着順）　　　 参加無料
内　握力、開眼片足立ち、長座体前
屈など（終了後にニュースポーツ）
持　体育館シューズ、タオルなど
申　所定の申込用紙で申し込みくだ
さい（電話予約可）

ひむれの里茶会
　八幡商人と京の茶道 速水流家元
との交流にちなんだお茶会。
日　５月５日D

　　午前10時30分～正午
場　資料館イベント広場
￥　無料（ただし入館料必要）

『パソコンフォロー教室』
センター主催パソコン教室の補講
日　５月７日からの毎週月・火・土曜
日（いずれかの日を選んで受講）
　　午前10時～正午
対　同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
内　パソコン利用支援ボランティア
による、パソコン利用のアドバイス・
指導
申　４月8日Wから15日Wまでに電
話で申し込んでください(先着順)

文芸セミナリヨ�
TEL （４6）6５0７・FAX （４6）6５１0�

あづちマリエート 

TEL （４6）２6４５・FAX （４6）3２3８�

御祝い、御返し、ご進物など全国発送
も賜ります。
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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

純良近江牛
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春の感謝セール

近江八幡市御所内町２１７
A（３７）６００１ S（３７）６０５１

ＬＰガス・石油製品・ガス給湯器・石油給湯器

システムキッチン・システムバス・各種設備工事

ご入学、ご就職
おめでとうございます

谷石油ガス店

広告


