日 日時

場 場所

対 対象

内 内容

定 定員

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館）
TEL （31）２７００・FAX （31）２８００

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、パソコン利用に関するアドバイス・
指導。
日 ２月３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 市内在住で、市民共生センター
にて開講した「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 1月6日W～1月13日D 先着順

健康ふれあい公園
TEL （37）0077・FAX （38）0006      
年始は 7 日 E からオープン！
新年は気持ち新たに健康づくりに
取り組みませんか。

￥ 費用

講 講師

出 出演

持 持ち物

締 申込締切・申込期間

※詳細はお問い合せいただくか、施

丹羽智史(大阪府茨木市)、福田真也(三重

設ホームページをご覧ください。

県四日市市)、辻澤伸彦(近江八幡市)

運動公園 ( 津田町 18）
TEL （33） 6303・FAX （33）３１２４

〇一般女子（59歳以下） ３ｋｍ
安井亜矢(近江八幡市)、木内愛瀬(東近江
市)、岡田賞(近江八幡市)
〇一般男子（60歳以上） ３ｋｍ
北澤正孝(静岡県磐田市)、北出吉弘(京都
市)、足立正登(京都府長岡京市)
〇一般女子（60歳以上） ３ｋｍ
深津明美(群馬県吉岡町)、松永順子(大津
市)、小嶋祐子(近江八幡市)

2019水郷の里マラソン上位入賞者
水郷・西の湖畔を舞台に、11月10
日、1540人が自慢の健脚を競いまし
た。（敬称略・１位２位３位の順に記載）
〇小学生男子（１～３年） ２ｋｍ
伊勢村爽王(守山市)、西村洸紀(大津市)、
宮地将輝(近江八幡市）
〇小学生女子(１～３年） ２ｋｍ
岸本美紀(京都府舞鶴市)、田畑ほのか(北里
バドミントンクラブ)、向井瑠海(近江八幡市)
〇小学生男子（４～６年） ２ｋｍ
佐々木勝紀(三重県菰野町)、福島命(京都
市)、福島和(京都市)
〇小学生女子（４～６年） ２ｋｍ
望月結衣(京都市)、山﨑玲那(京都市)、後
藤菜摘(岐阜県岐阜市)

プール＆スタジオ定期教室
〇教室３カ月参加の場合
プール
12,100円～13,230円
スタジオ
4,000円～8,000円
〇単発参加（毎週の参加が困難な人）
１回 プール 1,400円
スタジオ 1,000円

申 申込方法

〇中学生男子

日市市)、小西梢太(東近江市)
３ｋｍ

肥後彩羽(大津市)、山本あやめ(大津市)、
嵩谷友里(八幡中学校陸上競技部)
〇一般男子（59歳以下） ３ｋｍ

広告

中野遥斗(蒲生郡日野町)、日比健一(愛知
県春日井市)、川瀬豊彦(近江八幡市)
〇一般女子（59歳以下） ５ｋｍ
田中さおり(蒲生郡竜王町)、和田加代子
(守山市)、久井沙織(AKS SHIGA)
〇一般男子（60歳以上） ５ｋｍ
内藤弘之(東近江市)、和田保(長浜市)、林
環(守山市)
〇一般女子（60歳以上） ５ｋｍ
小林恵子(群馬県吉岡町)、川本盛子(守山
市)、西湖啓子(近江八幡市)
〇一般男子（59歳以下） 10ｋｍ
川西治雄(野洲市)、森川友道(大阪府豊中
市)、井上崇(名古屋市）
〇一般女子（59歳以下） 10ｋｍ
中江保子(近江八幡市)、佐藤奈緒美(和歌

３ｋｍ

安原海晴(東近江市)、内山椋太(三重県四
〇中学生女子

〇一般男子（59歳以下） ５ｋｍ

山県海南市)、斉藤佳余(栗東市)
〇一般男子（60歳以上） 10ｋｍ
中尾雄一(近江八幡市)、土佐弘之(守山
市)、松本一之(京都府亀岡市)
〇一般女子（60歳以上） 10ｋｍ
有安久美子(京都市)、廣澤和江(奈良県奈
良市)、三沢慶子(近江八幡市)

広告掲載募集！
【掲載基準】
１枠 ３１，
４７０円
（縦６㌢×横９㌢・モノクロ）
掲載基準など詳しくはお問い合わせください。

申し込み・お問い合わせは秘書広報課まで
（３６）５５２６・ （３２）２６９５
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TEL （33）８１１１・FAX （33）８１１２

七色の音楽会

２月上旬発売予定

市内の中学校・高等学校７校の吹奏楽
部の迫力ある音楽をお楽しみください。
日 ３月20日D 午後１時開演
￥ ５００円
（小学生以下無料）
制服で来場した中高校生は無料

文芸セミナリヨ
TEL （46）６５０７・FAX （46）６５１０

第24回ミュージックフェスティバル

一般公募による音楽家が集い、合
唱やナイロン弦ギター、パイプオルガ
ンなどさまざまな楽器で「出会い」を
テーマとした演奏会です。
日 ２月16日Q 午後２時開演
（午後１時30分開場）
￥ 500円
（全席自由）

第236回はつらつコンサート
「春マジカ美味シ三重奏ノオトモノガタリ」
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 ２月20日T 午後２時開演
（午後１時30分開場）
出 うな重／
左：古味亜紀
（ヴァイオリン）
中：上中あさみ
（マリンバ）
右：かんのとしこ
（アコーディオン）
￥ 年１度の無料月
（要整理券、当日
午前９時より配布）
全席自由

オルガン特別講座
オルガン入門～構造と音色の作り方・
レジストレーション～

オルガンの楽譜を広げて“ｐ（ピア
ノ）
も、ｆ（フォルテ）
も音色も書いてい
ない⁈どんな音で弾くの？”
と悩んだ
ことはありませんか？ オルガンの成
り立ちや構造を知り、音の組合せ＝レ
ジストレーションの理解を深めるため
の特別講座です。
日 ２月22日U
午前10時～正午
講 久保田真矢
（オルガニスト）
￥ 2000円

あづちマリエート
TEL （46）２６４５・FAX （46）３２３８

能楽教室発表会

安土文芸の郷能楽教室にて稽古を
行い、その成果を披露する受講生の
発表会です。
どなたでもご鑑賞いただ
けます。
参加無料・申込不要
日 ２月24日F 午後１時開演
（午後０時30分開場）
場 文芸セミナリヨ

シニア世代健康スクエア
～ニュースポーツで楽しもう～

テニスコート改修工事のご案内

テニコートの全面改修を行いますの
で、１月20日から３月末頃まで使用で
きせんのでご協力をお願いします。
※詳しくはお問い合わせください。

安土城天主信長の館
TEL （46） ６５ 12・FAX （46） ６５１ 3

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 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 電話で申し込みください。

タイムスリップツアー～操作編～

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 電話で申し込みください。
日

カローリングなどのニュースポーツ
のほかに、血管年齢も測定します。
日 ３月20日D 午前10時～正午
対 市内在住で60歳以上の人
持 体育館シューズ、
タオル、飲み物
動きやすい服装でご参加ください。
参加無料・申込不要

広告
広告

27

広報おうみはちまん 2020.1.1

