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FREE SOUL　大西健太 展
　近江八幡市在住の日本画家、大西健
太さんの作品展。初期作品から近作ま
で、日展特選受賞作品を含めた日本画
表現を通した大型作品中心の展覧会。

日　８月２日Y～９月29日Q

　月曜日休館（祝日の時はその翌日）
　午前９時～午後５時（入館は午後
４時30分まで）
￥ 　入館料（一般300円・小中学生
200円）

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館） 

TEL （31）2７００・FAX （31）2８００�

高齢者のためのパソコン教室
～PowerPointでビデオを作る～
日　９月７日、14日、21日、28日

（毎土曜日、 計4回）、午後１時～３時
対　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
定　５人（先着順）
持　PowerPoint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　8月5日W～8月10日U

￥　8,000 円
講　市弓道協会指導員
持　靴下または白足袋
申　教室説明会終了後に行います。申
込用紙に必要事項を記入のうえ申し込
んでください（申込多数の場合は抽選）
幼児教室
　親子でふれあい運動遊びを楽しもう。
日　８月 24 日 U

　　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
場　サン・ビレッジ近江八幡
講　滋賀県スポーツ少年団女性部有志会
※詳細は運動公園にお問い合わせください。

健康ふれあい公園 

TEL （3７）００７７・FAX （3８）０００6������

プール＆スタジオ教室に参加してみま
せんか

　毎週の参加が難しくても、単発で
の参加ができます。
〇プール　1,200円／１回
　スタジオ1,000円／１回
おススメのレッスン！
〇プール
火曜11:00-11:45 はじめての水泳
金曜10:15-11:00 機能改善水中運動
水曜12:15-13:00 プラクティックスイム
費用：11,880円～12,980円／３カ月
〇スタジオ
金曜10:30-11:30 やさしいバレトン
土曜16:45-17:45 骨盤ヨガ
費用：8,800円／３カ月
※開催日・時間など詳細はお問い
合せいただくか、施設ホームページ

（http://omi8man-kenkofureai.
jp/）をご覧ください。

パソコンフォロー教室
　パソコン利用支援ボランティアによ
るアドバイス・指導
日　9月2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 　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
申　電話で申し込みください
締　8月5日W～8月10日U

運動公園(津田町18） 

TEL （33）63０3・FAX （33）312４������

スポレック教室
日　８月 29 日から 10 月３日まで
の毎週木曜日（計６回）
午後７時 30 分～９時 30 分
場　サン・ビレッジ近江八幡
対　市内在住、在勤、在学の中学生以上
定　30 人　
￥　500 円
持　体育館シューズ
申　申込用紙に必要事項を記入のう
え、 サン・ビレッジ 近 江 八 幡（
37-0303）に申し込みください。
締　８月 16 日 Yまで（土日・祝日
も受け付け可。午前９時～午後５時）
弓道教室
日　９月７日 U ～ 11 月 30 日 U

（毎土曜日の計 13 回）、午後６時～
７時 30 分
場　サン・ビレッジ近江八幡弓道場
対　市内在住・在勤・在学の中学生以上
定　10 人（８月 17 日 U 開催の教
室説明会に参加された人）

随時受付

かわらミュージアム 

TEL （33）８56７・FAX （33）８７22
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男女タクシー乗務員　　募集大

近江タクシー株式会社 湖東営業所
担当：大西・山下TEL:0748-37-0106

・入社から３か月間は給与30万円を保障
・入社祝金10万円支給
・養成制度あり

女性乗務員や
幅広い年齢層の方が

活躍中！

正社員
嘱託

文化会館� ��
TEL （33）８111・FAX （33）８112

近江笑人寄席
　社会人落語「泉笑会」の皆さんの落
語会をお楽しみください。

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）

文芸セミナリヨ�
TEL （４6）65０７・FAX （４6）651０�

第234回はつらつコンサート　
「真夏のゆるーい歌合戦  

     〈人間VSゆるキャラ〉」
　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　８月15日T　午後２時開演
　　（午後１時30分開場）
出　安田旺司（声楽家）・やすおんくん（オ
ペラ歌手ライオン）・椴

もみやま

山さやか（ピアノ）
￥　500円(全席自由)

ワンコインコンサート　シリーズ120
「パイプオルガンで楽しむ音楽絵本♪

　～ピーターと狼～」
日　８月31日U　午前10時30分開演
　　（午前10時開場）
出　リピエノ（パイプオルガン）
￥　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～
　バッハを取り巻くさまざまな作品を
お楽しみください。
日　10月26日U　午後２時開演
　　（午後１時30分開場）
出　冨田一樹（パイプオルガン）
￥　一般2200円、高校生以下1000
円（全席指定、当日500円増し、乳幼
児入場不可）

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　８月１日T、9月5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

エクササイズ＆ヨガ
日　９月12日T・19日T・26日T

　　午前10時～11時30分
対　18歳以上
定　35人（先着順）
￥　各回600円
講　山本いづみさん
持 　体育館シューズ、タオル、ヨガ
マット（またはバスタオル）
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です。
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　お電話でお申し込みください
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　未就学児とその保護者
定　15組
￥　１組200円（保険、材料費含む）
申 　９月１日から受け付け。電話で
予約してください。
メリーゴーランドの運行日程
日 　８月４日Q、11日D、12日F、
18日Q、25日Q、31日U　
午前10時～午後４時
￥　100円（小学生以下の子ども）
※荒天などは運行休止の場合あり

好評発売中

好評発売中

8 月 25 日 Q 発売開始

好評発売中

リピエノ
芹澤紀子・中村歌奈・池田伊津美

安田旺司     やすおんくん     椴山さやか


