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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・申込期間市 のし だよりせつ

６月 7 日 Q 発売開始

健康ふれあい公園 

TEL （37）0077・FAX （38）0006      

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 

文化会館   
TEL （33）8111・FAX （33）8112 

オンタイムうたごえコンサート
　6月28日Qに開催予定でしたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため延期いたします。なお、開催日は
決まり次第お知らせします。
第５回７色の音楽会
　5月10日Qに開催予定でしたが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止いたします。購入されたチケッ
トは払い戻しをしますので購入され
た販売先へ申し出てください。

　
　テレビでもおな
じみのでんじろう
先生のサイエンス
ショーをご家族で
楽しみましょう。
日　８月１日 U

①午後1時開演（午後0時30分開場）
②午後３時30分開演（午後３時開場）
￥　一般3000円、小学生以下2500
円（3歳未満で着席観賞は有料になり
ます）全席指定
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
の特典があります。有効期間は４月１
日から１年間。お早めに。
￥　年会費1000円　申　文化会館
窓口まで（振込での申し込みも可）。

文芸の郷友の会　会員募集
　文芸の郷主催のコンサートの先
行予約や公演チケット（1公演2枚ま
で）・信長の館のショップ商品・レスト
ランのお食事代の10％割引など、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。お早めに。
￥　入会費500円、年会費1200円
申　窓口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
　5月30日Uに開催予定でしたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止いたします。

（おことわり）

　あづちマリエート主催の5月の各教
室（催事）は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止いたします。

米村でんじろうサイエンスショー

あづちマリエート  

TEL （46）2645・FAX （46）3238  

文芸セミナリヨ 
TEL （46）6507・FAX （46）6510 

　天候に左右されない屋根付き多
目的広場で次の教室を開講します。
ふるってご参加ください。
テニス教室
日　5 月 8 日から毎週金曜日
対　①初心者（中学生以上）
　　　　午後 6 時～ 7 時 25 分
　　②初級～初中級（高校生以上）
　　　　午後７時 30 分～午後 9 時
￥　①②とも全８回　10000 円
サッカー教室
日　5 月 12 日から毎週火曜日
　　　午後４時 45 分～ 5 時 45 分
対　年長（5 歳児）～小学 2 年生
￥　全８回　８000 円
各教室とも定員に到達次第受付を終
了します。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。

五月節句人形展
日　５月17日Qまで    
午前９時～午後４時

（月曜休館、ただし4日Dは開館）
場　資料館・旧西川家住宅
￥　入館料必要

正木康子展
　京都市在住の水墨画家・正木康子
さんの作品展。横幅約5㍍の大作を中
心に水墨画の魅力をお伝えします。
日　5月30日Uまで（月曜休館、ただ
し4日Dは開館）
　　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

かわらミュージアム 

TEL （33）8567・FAX （33）8722 

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　６月1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　５月７日T～５月14日T（先着順）
申　電話で申し込みください。

定　35人程度　講  　藤田マオさん
対　18歳以上の健康な人
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。
申　電話予約要

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
申　電話で申し込みください。
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　６月17日R・7月15日R

午前10時～11時30分
￥　１回600円（要予約）

￥　１回500円（親子１組）
持　体育館シューズ（親子とも）
申　電話で申し込みください。
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　一般3500円、高校生・大
学生2500円、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　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・タオル・飲み物
申　電話で申し込みください。

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
内　握力、開眼片足立ち、長座体前
屈 、３ ㍍ 往 復 歩 行 　 ※ 終 了 後 に
ニュースポーツを行います。
定　50人（申込順）
￥　無料
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。
申　電話予約要

《文化会館主催　その他の公演

　　　　　　　　　　今後の予定》

近江笑人寄席：11月1日Q、近江八幡
吹奏楽団第3回ファミリーコンサート：
12月13日Q、新春恒例上方落語桂
米朝一門会：令和3年1月9日U、劇団
四季The Bridge～歌の架け橋～：1
月11日D、宝くじまちの音楽会「南こ
うせつwithウー・ファン～心のうたコ
ンサート～」：2月26日Y、第6回７色
の音楽会：3月20日D　

（日程は変更になる場合があります）

正木さんの大作「枯蓮連綿」

リズムに合わせてリトミック♪
日　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

https://omi8man-kenkofureai.jp/

広告

広告

広告

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

【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。

広告掲載募集！白鳥メディカルゾーン
①白鳥内科
　院長：田原 美喜
　TEL(43)1178
　鷹飼町 450-5

②田原整形外科
　院長：田原 武雄
　TEL(33)1780
　白鳥町 48-2

③耳鼻咽喉科坂口クリニック
　院長：坂口 博史
　TEL(36)3341
　白鳥町 48-7
④ともこどもクリニック
　院長：太田 智和
　TEL(33)5565
　鷹飼町 450-6


