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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

資料館（新町二丁目22）�
TEL（32）7048・FAX（32）7051�

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館） 

TEL （31）2700・FAX （31）2800�

エクササイズ＆ヨガ教室（初夏コース）
　軽快な音楽で体を動かしヨガの
ゆったりリラクゼーショ
ンで元気はつらつに。
日　６月11日T・
　　18日T・25日T

　　午前10時～11時30分
￥　１回600円（要予約）
定 　35人程度　講   山本いづみさん
対　18歳以上の健康な人
持    体育館シューズ、ヨガマットまた
はバスタオル、飲み物、タオル
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　５月13日R・６月17日R

午前10時～11時30分
￥　１回600円（要予約）
定　35人程度　講  　藤田マオさん
対　18歳以上の健康な人

パソコンフォロー教室
　ボランティアによるパ
ソコン利用に関するア
ドバイスや指導を行い
ます。
日　5月11日Wからの毎週月・火・土
曜（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
のパソコン教室、パソコンフォロー教
室のいずれかを1年間受講した人
締　4月6日W～4月13日W（先着順）
申　電話で申し込みください。

かわらミュージアム 

TEL （33）8567・FAX （33）8722�

正木康子展
　水墨画家・正木康子さんの山水花
鳥画展。横幅約４㍍の大型作品を中
心に水墨画の魅力をお伝えします。
日　４月1日R～5月30日U

　　午前９時～午後５時
　　（入館は午後４時30分まで）
￥　一般300円、小・中学生200円

  

五月節句人形展
　江戸時代から八幡商人の商家に
伝わった節句人形を一堂に展示。
日　４月18日U～５月17日Q　
       午前９時～午後４時
場　資料館・旧西川家住宅
￥　入館料必要

 春からスポーツを始めましょう
　いずれの教室も生涯スポーツ課

（運動公園内）窓口に直接申し込ん
でください（土日も受付可）。
ハンドボール教室（前期）
日 　５月13日・27日、６月10日・

17日・24日、7月１日・８日・15日、9
月２日・９日・16日（いずれも水曜、全
11回）　中学生以上は午後5時～７
時、小学生は午後６時～８時
場　運動公園体育館
対　市内在住・在勤・在学の小学生以
上の人　定  100人(うち初心者20人）
講　市ハンドボール協会指導者
￥ 　小学生1500円、中学生以上
2000円
締　4月８日R～４月24日Y

ソフトテニス教室
日　5月９日U～６月27日U

　　（土曜日、全８回）
　　午後７時30分～9時30分
場　運動公園体育館

運動公園(津田町18） 

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

対　市内在住・在勤・在学の小学4年
生以上の人　定　60人
講　市ソフトテニス協会公認指導者
￥　2000円　※ラケットの貸出可
締　4月８日R～４月22日R

「胸中山水」

ゴルフ教室（春コース）
日　月曜コース　5月11日～６月29日

（計 8 回）午後 7 時 30 分～ 9 時 30 分
金曜コース　5 月１5 日～ 7 月３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（金曜コースは中・高校生除く）
定　各コース 15 人
※申込人数により中止することがあります。

講　吉井泰恵さん（日本女子プロゴ
ルフ協会公認指導員）
￥　16000 円（ボール代含む）
締　4月13日W～４月27日W

広告 広告

みかみ動物病院
近江八幡市江頭町４４３( パチンコ屋さん向かい )

春の無料勉強会開催！
　フィラリア予防
　狂犬病予防注射
　 混 合 ワ ク チ ン
　 ノ ミ ダ ニ 予 防

TEL:0748-31-4712　木曜日、日曜午後休診
しつけ、飼い方などの相談も随時受け付けています☆
待ち時間短縮のため、予約診察も行っております

しつけ教室、子犬子猫、歯磨き、
日常のお手入れなど、テーマ毎
の気軽な勉強会です。
日程など、詳しくはホームペー
ジをご覧ください。

フィラリア予防の時期です！
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市 のし だよりせつ

文化会館� ��
TEL （33）8111・FAX （33）8112�

４月 12 日 Q 発売

持　体育館シューズ（親子とも）
※1回のみの参加も可能です。
能楽教室受講生募集

　謡と仕舞の基礎を学びます。
日　月２回のお稽古（木曜日コース・
金曜日コース・土曜日コース）時間に
ついてはお問い合せください。
￥ 月額：2500円（高校・大学生）・
3500円（一般）、市外の人はいず
れも500円増
講　深野新次郎さん・深野貴彦さん
（観世流能楽師シテ方）　
申　お問い合わせのうえ、所定の申
込用紙を提出ください。
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　５月15日Y・6月5日Y・6月26日
Y　いずれも午前10時～11時30分
講　土田政代さん（健康運動指導士）
対・定　50歳以上の健康な人・20人
￥  1回350円　持　体育館シューズ
体力測定とスポーツで健康に
　４種類の体力測定とスポーツで楽
しく汗を流しましょう。
日　6月12日Y　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
　　動きやすい服装で参加を。
￥　無料　申　電話予約要

文芸の郷友の会　会員募集
　文芸の郷が主催するコンサートの
先行予約や、公演チケット（１公演に
つき２枚まで）、信長の館のショップ
商品、レストランのお食事代10％割
引のほか、さまざまな特典があります。
有効期間は４月１日から１年間。
￥　入会費500円、年会費1200円
申　所定申込用紙に必要事項を記入
のうえ窓口までお申し込みください。
ワンコインコンサート　シリーズ125

「音楽  de  ピクニック♪｣
　乳幼児から本物の音楽に触れてほ
しいと願い開催するコンサート。
日　５月30日U 午前10時30分開演

（午前10時10分開場）
￥　500円（全席自由）　
出　中路友恵、山田佳那子(打楽器）、
城奈緒美(パイプオルガン）

オンタイムうたごえコンサート

　県下で活動する人気バンド「オンタ
イム」の生演奏にのせて懐かしい歌
の数々を一緒に歌いませんか。
日　6月28日Q　午後２時開演（午
後１時30分開場）　全席自由
￥　前売500円、当日700円
　
　３月20日に予定し延期していた音楽
会。市内の中学・高校７校の吹奏楽部
の演奏をお楽しみください。
日　5月10日Q 午後1時開演（午後
0時30分開場）　全席自由
￥ 　500円（小学生以下無料、制服
で来場の中学・高校生は無料）
※3月20日Dの前売券で入場可能で
す。前売券の返金も可能です。購入さ
れた場所へ申し出てください。
文化会館友の会　会員募集
　文化会館主催の演劇やコンサー
ト、寄席などの入場券の先行予約や
入場券購入に使える500円割引券（1
枚）の進呈、会員ご招待の公演案内な
どの特典あり。有効期間は４月１日
から１年間。
￥　年会費1000円
申　文化会館窓口まで（振込での申
し込みも可）。
　

文芸セミナリヨ�
TEL （46）6507・FAX （46）6510�

中路友恵 山田佳那子 城�奈緒美

リズムに合わせてリトミック♪
日　５月14日T・６月４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。

能楽教室発表会

第５回７色の音楽会

あづちマリエート  

TEL （46）2645・FAX （46）3238� �

広告
御祝い、御返し、ご進物など全国発送
も賜ります。
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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

純良近江牛

広告

春の感謝セール


