
2627 広報おうみはちまん　2020.12.1広報おうみはちまん　2020.12.1

日  日時　場  場所　対  対象　内 内容　定  定員　￥  費用　講  講師　出  出演　持  持ち物　申  申込方法　締  申込締切・申込期間市 のし だよりせつ 日  日時　場  場所　対  対象　内 内容　定  定員　￥  費用　講  講師　出  出演　持  持ち物　申  申込方法　締  申込締切・申込期間市 のし だよりせつ

広告

広告

白 鳥 メ デ ィ カ ル ゾ ー ン
②田原整形外科
　TEL(33)1780

③耳鼻咽喉科
　　坂口クリニック
　TEL(36)3341

④ともこどもクリニック
　TEL(33)5565

　TEL(43)1178
①白鳥 内科脳・神経

総合
『安心整備で 安全運転を！！。』

竹内モータース・グループ

広告

㈱竹内モータース
  近江八幡市出町４２９－７
  ＴＥＬ：０７４８－３３－２２６６

㈱ホーコー
  近江八幡市若宮町２１３－３
  ＴＥＬ：０７４８－３７－３０４８

広告

御祝い、御返し、ご進物など
全国発送も賜ります。

近江八幡市武佐町
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認定「近江牛」指定店番号007号
滋賀食肉市場買参者番号 007番

年末年始の

感謝 大売り出し

純良近江牛

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

「教室体験キャンぺーン」開催！

　プール・スタジオの各教室がワンコ
イン（500円）で体験していただけま
す。気になる教室がありましたら、この
チャンスにぜひご参加ください。
日　12月末まで
対　成人教室のみ
☆同一教室は1回のみ（2回目以降は
通常料金となります）
☆人数制限がありますので、事前予約
をお願いします。
※開催日時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。

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。
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） 就学前のお
子さんの入場はご遠慮ください。
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）
主催：㈱米朝事務所、後援：近江八幡市 

文芸セミナリヨ 

TEL （46）6５07・FAX （46）6５１0                  

かわらミュージアム 

TEL （33）8５67・FAX （33）8722 

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。

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、来年３月末まで、
一部施設の利用をお断りしています
　令和3年３月31日Rまでの間、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。

加藤國子写真展　八幡堀逍遥

　

　岐阜県に生まれ滋賀県に転居以来
約40年を数える加藤さんは20年近い
写真歴の中で、八幡堀に魅せられ数え
きれないほどの撮影をされています。
四季折々に美しく変化する八幡堀を、
心ときめかせながら切り取ったその一
瞬一瞬を一堂に集めました。彼女の心
のフィルターを通して観る世界を、ご
一緒に、「そぞろ歩き」しながら楽しん
でいただける写真展です。
日　12月５日U～12月25日Y

　　　午前9時～午後5時（入館は午

 パブロ・エスカンデ

Photo by S.Kida

福中明
Photo by S.Kida

　三橋桜子

山本久代 細野美樹 牛屋真紀

後4時30分まで） 休館日：月曜
￥　一般300円、小中学生200円

ヨガでゆったり
　　　　　　リラクゼーション
　毎週水・木曜にヨガを開催しま
す。昼の空いた時間やお仕事帰り
に、ゆったりゆっくりヨガを始め
ませんか。

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　
［案内編］　午前 10 時 50 分～ 11
時 10 分　各日定員 20 人　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）。
※ ［操作編］は、申し込みが定員に
達したため締め切りました。
￥　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　電話で受付（午前 9 時～午後
5 時）　［案内編］をご予約の人は、
当日午前 10 時 40 分にシアター入
口に集合ください。
予約優先（当日申し込み可）　

 桂　南光  桂ざこば

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。
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　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。

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　12月４日Y、令和3年1月15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。
★多世代交流館（メリーゴーランド）
は令和3年2月末まで休館します。

アクティ近江八幡  

TEL （38）07５8・FAX （38） 07５9 

日     毎週水曜　午後 1 時～ 2 時
　　毎週木曜　午後 7 時 30 分
　　　　　　　　～午後 8 時 30 分
定    各 15 人
￥　1 か月（4 回）2,800 円
持　ヨガマットまたはバスタオル
　　飲み物（水分補給用）
申　電話で申し込みください。


