市 のしせ つだより
文芸セミナリヨ
（〒 521-1321 安土町桑実寺 777）

TEL （46）６５０７・FAX （46）６５１０                  

第25回ミュージックフェスティバル
出演者募集

今回のテーマは「音」
です。演奏時間
は１組12分以内
（出入り時間込み）
。
日 令和３年2月21日Q午後2時開演
対 高校生以上でクラシックの演奏が
できる人。募集範囲は器楽（ピアノ、パイ
プオルガン、管楽器、打楽器の独奏およ
びアンサンブル）
・声楽
（独唱のみ）
※今回は合唱の募集はありません。
定 10組程度
（応募多数の場合は書
類審査あり）
￥ 1人5千円
（3人以上の団体は1万円）
申 所定の申込用紙に必要事項を記入し
文芸セミナリヨに持参または郵送。
締 10月４日Q
（午後5時必着）

第239回はつらつコンサート
「童謡とアニメソング」

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15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）

日 日時

ワンコインコンサート シリーズ129
「色とりどり♪サックスの世界へよう
こそ」
乳幼児から本物の音楽にふれてほ
しいと開催するコンサート。
日 10月17日U 午前10時30分
開演（午前10時10分開場）
出 カトレア サクソフォンカルテット
￥ 500円
（保護者膝上の乳幼児無
料・全席自由）

中村公俊（ヴァイオリン）、今井亨
（フルート）
、城奈緒美
（パイプオルガン）
￥ 一般2,000円、
高校生以下1,000円
全席指定 当日500円増
※乳幼児入場不可
出

今井 亨

城 奈緒美

ワンコインコンサート シリーズ130
「なんだこりゃ！前代未聞の打楽器
ワールドにレッツゴー♪」

トリオコンサート～音の地図～

ヴァイオリン、
フルート、パイプオル
ガンの魅力満載のコンサート。
日 11月22日Q 午後2時開演
（午後1時30分開場）

11月８日Q 午後1時30分開演
（午後1時開場）
￥ 一般800円、
高校生以下400円
全席指定 未就学児入場不可
チケット掲示で当日に限り、安土城天
主信長の館に無料で入場できます。
申 電話で申し込みください。
日

クリスマスコンサート２０２０
輝く音色のクリスマス～トランペット
とオルガンのコンサート～

アルゼンチン出身の作曲家・指揮者
のパブロ・エスカンデ氏作曲の初演と
なる曲が登場します。
日 12月20日Q 午後2時開演
（午後1時30分開場）

ハロウィンジャンボ５億円
（1 等 3 億円・前後賞各 1 億円合わせて）

ハロウィンジャンボミニ 1,000 万円
（1 等１千万円）

２種類同時発売中

各 1 枚３００円

発売期間
抽せん日

10/20E まで
10/27E

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

公益財団法人滋賀県市町村振興協会
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出 パブロ・エスカンデ
（パイプオルガ
ン・作曲・編曲）
、
福中明
（トランペット）
、
三橋桜子
（パイプオルガン）
￥ 一般2,500円 ペア4,500円
高校生以下1,000円 当日500円増
し 全席指定 乳幼児入場不可

￥ 費用

講 講師

「ＣＥＲＥＳ
（Ｓ ä ｕｌｅ）/
ケレス（ゾイレ）」
2017-2018
photo: 加藤健
かん

日 10月１日T・11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
￥ １回500円
（親子１組）
申 電話で申し込みください。
1回からでも参加できます。

ゴムチューブの体操や脳トレーニン
グで健康を保ちましょう。
日 10月２日Y・23日Y
午前10時～11時30分
講 土田政代さん
（健康運動指導士）
対 50歳以上の人
定 20人
￥ 1回350円
（保険料、
用具代込み）
持 体育館シューズ・タオル・飲み物
申 電話でご予約ください。

体のバランスを保ちいきいき健康に！
日 10月21日R・11月18日R
午前10時～11時30分
￥ 1回600円 対 18歳以上の人
定 35人程度
（先着順）
講 藤田マオさん
持 体育館シューズ・タオル・飲み物
申 電話でご予約ください。

しんどう

間ー振動 大黒貴之展
彫刻とドローイング
だいこくたかゆき

彫刻家・大 黒貴之さんは近江八幡
市出身。
ドイツで約6年半の滞在、活動
を経て、現在は市内でアトリエを構え、
主に東京、
ドイツ、アメリカで作品を発
表、展示。自然の存在物のフォルムを
シンプルな形状にそぎ落とし、再構成
された生命体のようなたたずまいの彫
刻、
または紙を折ることによって導き出
された線で創りあげた彼にとっての新
しい表現言語「フォールド・ドローイン
グ・シリーズ」など、作者のこれまでの
軌跡を追いかけます。
10月３日U～11月29日Q
午前9時～午後5時（入館は午後4時
30分まで）休館日：月曜（祝日の翌日
は休館、11月4日Rのみ開館）
￥ 一般300円、
小中学生200円
日

運動公園 ( 津田町 18）
TEL （33）6303・FAX （33）３１２４                    
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1日Q～12月13日Q 毎週
日曜日（6回） 午前10時～10時45分

白鳥メディカルゾーン
脳・神経
総合
TEL(43)1178

①白鳥

内科

③耳鼻咽喉科

持 持ち物

TEL （33）８５６７・FAX （33）８７２２

リズムに合わせてリトミック♪

ストレッチで姿勢改善

出 出演

かわらミュージアム

体調を確認してから、
お越しください。

シニア世代健康スクエア～健康教室～

日

和田有隆

定 定員

◎各教室にご参加の際は、必ず自宅で検温し

テレビでもおなじみの本郷和人さん
へんさん
（東京大学史料編 纂室教授）に信長の
視点から、
お話いただきます。

安永早絵子

内 内容

TEL （46）２６４５・FAX （46）３２３８

文芸の郷歴史講座 「天下」
と安土

岸田うらら

対 対象

あづちマリエート

中村 公俊

11月７日U 午前10時30分
開演（午前10時10分開場）
出 岸田うらら・安永早絵子・和田有
隆（いずれも打楽器）
￥ 500円
（保護者膝上の乳幼児無
料・全席自由）

場 場所

申 申込方法

締 申込締切・申込期間

（11月15日は休講）
場 健康ふれあい公園 スタジオ
対・定 市内在住の18歳以上の人・20人
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）
￥ ２,000円 締 10月12日W
～10月30日Y午前9時～午後5時
（土・日曜・祝日も受付）

2020いきいきハイキングin東近江
～聖徳太子ゆかりの里をたずねて～

10月31日U 午前10時スタート
（午前9時～近江鉄道八日市駅前で
受付）小雨決行
￥ 500円
（当日集めます）
持 昼食・飲み物・雨具・帽子・着替え・
レジャーシート・健康保険証コピーなど
申 10月23日Y
（必着）
日

健康ふれあい公園
TEL （37）0077・FAX （38）0006               
http://omi8man-kenkofureai.jp/              

各種定期教室(10月～12月）
始まります！

☆プール教室（3カ月）
12,100円～13,230円
☆スタジオ教室（3カ月）
4,000円～11,000円
☆テニス教室（３カ月） 10,000円
☆サッカー教室（3カ月） 10,000円
「毎週は予定が…」という人には、
その都度参加のスポット利用がオス
スメ （子ども教室は対象外です）
〈プール〉   1,400円／回
〈スタジオ〉1,000円／回（6回利用で
5,400円の回数券もあります）
〈テニス〉 1,500円／回
〈サッカー〉初回500円 2回目以降
1,500円
※開催日、時間は教室によって異なります。詳細はお
問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

広告

②田原整形外科
TEL(33)1780

広告

坂口クリニック

TEL(36)3341

④ともこどもクリニック
TEL(33)5565
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