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文化会館� ��
TEL （33）８１１１・FAX （33）８１１2�

あづちマリエート  

TEL （46）264５・FAX （46）323８� �

新春恒例  上方落語  桂米朝一門会
　開館以来続く恒例の落語会。新年の
門出を上方落語でお楽しみください。
主催：米朝事務所、後援：近江八幡市
日　令和３年1月9日U　午後2時開演

（午後1時30分開場予定）
出　桂ざこば・桂南光ほか桂米朝一門
の皆さん
￥　3,000円（全席指定）
            11月６日Y発売予定

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♪」
日　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）

トリオコンサート～音の地図～
　バイオリン、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）
出　中村公俊（バイオリン）、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円増し
※乳幼児入場不可

文芸セミナリヨ
（〒５2１-１32１安土町桑実寺777）�
TEL （46）6５０7・FAX （46）6５１０������������������

かわらミュージアム 

TEL （33）８５67・FAX （33）８722�

文芸の郷歴史講座～「天下」と安土～
　テレビでもおなじみの本郷和人さん

（東京大学史料編
へんさん

纂所教授）に信長
の視点から、お話いただきます。
日　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　　　
チケット提示で当日に限り、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。

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）
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

ワンコインコンサート　シリーズ131
「セミナリヨからメリー・クリスマス！！」
　乳幼児から本物の音楽に触れてほ
しいと開催するコンサート。

運動公園(津田町18） 

TEL （33）63０3・FAX （33）3１24��������������������

運動公園体育館２階の照明LED
化工事に伴い、一部施設の利用が
できなくなります
　

　11月21日U～令和3年３月31日R

の間、運動公園体育館２階照明のＬＥＤ
化工事の実施に伴い、2階の多目的フロ
ア・観覧席は利用できません。ただし、１
階フロア・会議室・更衣室は通常通り利用
いただけます。期間中、下記２施設を利用
される場合は、予約日にご注意ください。
◇サン・ビレッジ近江八幡（TEL３7-0303）
　使用月の前月から予約可能（市内在
住者は１日、市外在住者は２日から受
け付け。１日の予約は受付順を抽選で
決定します）
◇あづちマリエート（TEL46-2645）
　予約可能日の設定はなし。使用月の
前々月20日までの予約は重複した場
合は調整。それ以降は先着順で受付し
ます。

シニア世代健康スクエア～健康教室～
  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　11月６日Y・20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。
ストレッチで姿勢改善
　体のバランスを保ちいきいき健康に！
日　11月18日R・12 月16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。
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動　大黒貴之展
　　　彫刻とドローイング

　

　
　本市出身の彫刻家・大黒貴之さん
はドイツで約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

�パブロ・エスカンデ
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　三橋桜子

日 　12月５日U　午前10時30分
開演（午前10時10分開場）
出　山本久代（ソプラノ）、細野美樹

（フルート）、牛屋真紀（ピアノ）
￥　500円（保護者膝上の乳幼児無
料・全席自由）

第240回はつらつコンサート
「サンタがセミナリヨにやって来た！」

日　12月17日T　午後2時開演（午
後1時30分開場）
出　米田正博＆スリーエコーズ（ジャズ）
￥　500円　全席自由

◎各教室にご参加の際は、必ず自宅で検温し
体調を確認してから、お越しください。
リズムに合わせてリトミック♪
日　11月５日T・12月３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。

山本久代 細野美樹 牛屋真紀

れた生命体のような彫刻、紙を折るこ
とにより導き出された線で創りあげた

「フォールド・ドローイング」など、これ
までの軌跡をたどります。
日 　11月29日Qまで　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は開館）
￥　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�

寄せ植え教室
日　12 月４日 Y　午前 10 時～正午
対 ･ 定  　高齢者、障がい者（一般の
人も可能）・15 人（申込先着順）
￥　3,000 円（材料費）
申　電話で申し込みください。
締　11 月 5 日 T ～ 19 日 T

安土城天主信長の館�
TEL（46）6５１2・FAX（46）6５１3���������

タイムスリップツアー

日    12 月５日 U・12 日 U・19 日 U・ 
26 日 U　
［操作編］　午前 9 時 40 分～ 10 時
20 分ごろ　コントローラーを使用
して VR 映像の操作体験ができま
す。各日 1 組（3 人まで）のみ。
［案内編］　午前 10 時 50 分～ 11
時 10 分ごろ　安土城創建当時の様
子を VR の特殊映像を使用して散

策・案内します（コントローラーの
操作体験はできません）。
￥　入館料（大人 610 円・学生 350
円・小中学生 170 円）のみで参加可能。
申　11 月 5 日 T から電話で受付

（午前 9 時～午後 5 時）。　

大黒貴之さんと
「ＣＥＲＥＳ
（Ｓ ä ｕｌｅ）/
ケレス（ゾイレ）」
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