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まつざわ
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Matsuzawa Medical Clinic

(Internal medicine)

( 旧 松澤医院 ) 

近江八幡市土田町 268-3
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●

定　15人
￥　300円（材料費）
申　電話で申し込みください
締　９月９日W～９月23日D

高齢者のためのパソコン教室
「年賀状の作成」
日　10月5日、12日、19日、26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
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　９月５日T～９月12日T

パソコンフォロー教室
日　10月1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　９月６日Y～９月13日Y

運動公園(津田町18） 

TEL （33）6303・FAX （33）3１2４        
E-mail:0４8600@city.omihachiman.lg.jp                  

スポーツフェスティバル2019
日　９月23日D　午前10時～午後
３時（午後２時まで受付）　参加無料
対　市内在住、在勤、在学の人
持　体育館シューズ
内　ストラックアウト、キックターゲッ
ト、ターゲットテニス、スポーツリズム
トレーニング、キッズコーナー、キン

ゴルフ教室（秋コース）
日　・９月30日から12月２日までの
各月曜日（計８回、10月14日・11月
４日は休講）午後７時30分～９時
30分
・10月４日から11月22日までの各金
曜日（計８回）午前10時30分～午後
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
以上の人（金曜日コースは中・高校生
除く）
定　各コース15人
￥　1人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）
持　ゴルフ手袋、シューズ（運動ので
きる服装でお越しください）
申　申込書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　９月10日E～９月27日Y

なぎなた教室
日　10月８日から11月５日までの
各火曜日（計５回）午後６時30分～
７時45分
対　市内在住・在勤・在学の小学４
年生以上の人
定　20人
￥　500円
講　滋賀県なぎなた連盟指導員
持　運動のできる服装でお越しくだ
さい。道具は貸し出します。
申　申込書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　９月10日E～９月27日Y

ボール、ファミリーバ
ドミントン、骨密度測
定、脚力測定、足型測
定、模擬店など
※詳しくは市ホーム
ページをご覧くださ
い。
2019いきいきハイキングin希望ヶ丘
～知らない希望ヶ丘が待っている～
日　10月26日U　午前９時30分開会

（午前９時10分受付）　小雨決行
コース　【集合・スタート】滋賀県林業
普及センター（野洲市
北櫻）⇒野外活動セ
ンター（日本庭園、か
えでの森）⇒【ゴール】
希望ヶ丘西口スポーツ会館
距離　約９キロ　所要時間約５時間
￥　500円（当日徴収）
持　昼食、飲み物、雨具、帽子、着替
え、レジャーシートなど
申　申込書に必要事項を記入し、生
涯スポーツ課または各学区コミュニ
ティセンターへ提出してください。郵
送・ファクス・Eメールでの提出も可。
締　10月11日Y

第26回
近江八幡市親善スポレック大会
日　10月20日Q　午前８時30分開会
対　市内在住・在勤・在学の中学生
以上の人
定　48チーム（２人１チームで、構
成は男女混合でも可）
￥　１チーム500円
申　申込書に必要事項を記入し、参
加料を添えて申し込みください。
締　９月11日R～10月４日Y
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好評発売中

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）
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
ルに入賞した日本
人で唯一のピアニ
スト。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3,000円、Ａ席2,500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」
　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　10月17日T　午後２時開演

（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）
第24回ミュージックフェスティバル
出演者・団体募集
　今回のテーマは「出会い」。
開催日　令和２年２月16日Q

募集数　10組程度（書類審査あり）
対　高校生以上
￥　１人5,000円、１団体（３人以
上）10,000円
申　所定の申込用紙に必要事項を記
入し、持参または郵送してください。

（〒521-1321  安土町桑実寺777）
締　10月６日Q　午後５時まで

あづちマリエート  

TEL （４6）26４５・FAX （４6）3238  

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　電話で申し込みください
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　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　９月１日から受け付け。電話で
予約してください。

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館） 

TEL （3１）2700・FAX （3１）2800 

第13回囲碁将棋交流大会
日　10月20日Q　午後０時30分
～４時30分
定　囲碁20人、将棋14人（計34人）
申　電話で申し込みください
締　９月10日E～９月26日T

書道教室
日　10月24日T　午前10時～正午
対　65歳以上の障がい者・高齢者

９月 15 日 Q 発売開始

友の会会員募集中！


