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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

文化会館� ��
TEL （33）８１１１・FAX （33）８１１2�

 

ワンコインコンサート　シリーズ128
「オルガンで５つの国を“さんぽ”
しよう｣
　乳幼児から本
物の音楽にふれ
てほしいと願い
開催する約１時
間のコンサート。
日 　 ８月８日U 

午前10時30分開演
（午前10時10分開場）
出　谷田浩子(パイプオルガン）
￥　500円（全席自由）
※保護者膝上の乳幼児は無料　

第238回はつらつコンサート「デュ
エットで聴く世界の歌・日本の歌」
　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　８月20日T 午後２時開演（午後
１時30分開場）
出　永田梨紗（ソプラノ）、安田旺司

貸館業務再開のお知らせ
　先月初めより通常通り開館しており
ますが、新型コロナウイルス関連の市
の業務を行うため、館内の一部につい
てご利用いただけない施設（部屋）が
あります。ご利用の皆さんには、大変
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。

文芸セミナリヨ�
TEL （46）6５０７・FAX （46）6５１０�

永田梨紗

あづちマリエート  

TEL （46）264５・FAX （46）323８� �

安田旺司 松田みゆき

谷田浩子

健康ふれあい公園 

TEL （3７）００７７・FAX （3８）０００6������

内科・消化器科・小児科・循環器科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科
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まつざわ
メディカルクリニック

Matsuzawa Medical Clinic

(Internal medicine)

( 旧 松澤医院 ) 

近江八幡市土田町 268-3

診 療 時 間 日 月 火 水 木 金 土

AM  8:30～ 12:00
※日曜は 9：00 ～

※

祝日は休み

PM  4:30～ 7:00

A（0748）

32-4508

http://324508.jp
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かわらミュージアム 

TEL （33）８５6７・FAX （33）８７22�

運動公園(津田町18） 

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

￥　子ども170円
大人（保護者）610
円
対　小学3年生～
中学生と保護者
定　各日10組20
人程度　要予約）
       ※定員になり次第締め切ります。
申　電話で申し込みください。

　　　　幸せを導く光
ー天へと結ぶ調和と祈りの結晶ー
　「ヒンメリ」中川きよの 作品展
　北欧フィンランドの伝統的な装飾品

「ヒンメリ」を使った、中川さんのオリ
ジナルアート。
　不安やおそれを抱く今このとき、そ
の収束と心の平安への祈りを託し心

をこめて現代の
ヒンメリをつく
りあげます。さ
ながらシャンデ
リアのような荘
厳な表情が静
かに、やさしく、
見る人 に癒し
を届けます。

日　７月９日T～８月23日Q

　　午前９時～午後５時
　　（入館は午後４時30分まで）
　　月曜休館、祝祭日の場合は翌日
￥　一般300円、小・中学生200円

日本代表選手とカヌー体験
　カヌースプリント日本代表選手から
のお話やカヌー乗船体験などを通し
て、カヌーの楽しさを体験しませんか。

日　8 月 2 日 Q　小雨決行
　　第１部　午前９時～ 11 時 30 分

（受付　午前 8 時 30 分～）
　　第 2 部　午後 1 時～ 3 時 30 分

（受付　午後 0 時 30 分～）
場　安土 B&G 海洋センター
対　市内在住、在学の小学４年生以上
定　各部　20 人（先着順）　
￥　500 円（保険料含む）
講　奥田翔悟さん（カヌー日本代表）
持　濡れてもよい服・靴、帽子、着替え
       水筒（飲み物）、マスク
申　申込用紙に必要事項を記入のう
え参加費を添えてスポーツ推進課（運
動公園）へ申し込みください。
締　７月 24 日 D（土日・祝日も受
け付け可。午前９時～午後５時）

スポレック教室
日　９月３日から９月 24 日までの
毎週木曜日（計４回）
午後７時 30 分～９時 30 分

場　サン・ビレッジ近江八幡
対　市内在住、在勤、在学の中学生以上
定　30 人　
￥　500 円
持　体育館シューズ
申　申込用紙に必要事項を記入し、
受講料を添えて、サン・ビレッジ近
江八幡に申し込みください。
締　８月１日U～１7日W（土日・祝
日も受け付け可。午前９時～午後５時）

プールの一般利用再開しました！
　４月上旬から閉園していましたプー

ルの一般利用を６月９日から再開して

います。ただし、新型コロナウイルス

感染症予防対策として、利用制限（キッ

ズプール遊泳禁止、リラクゼーション

プール・脱水機・採暖室の利用禁止）

を行っていますので、ご了承の上、ご

利用ください。また、ご来園時は必ず

マスク着用 (2 歳以上の人 )、入館時の

手指消毒・検温にご協力をお願いしま

す。

　ご利用時にご不便をおかけしますが、

感染予防策には万全を期して皆さんの

ご利用をお待ちしております。 

健康ふれあい公園　温水プール

「神様からの贈物 
      Gift from God」

サン・ビレッジ近江八幡(鷹飼町40）

TEL （3７）０3０3・FAX （3７） ０2５５��

（バリトン）、松田みゆき（ピアノ）
￥　500円（全席自由）

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　７月10日Y　午前10時～11時
30分　
場　文芸の郷練習場
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（保険料、用具代込み）
持　体育館シューズ・タオル・飲み物

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　７月15日R　午前10時～11時
30分　
場　文芸の郷練習場
￥　１回600円（要予約）
定　35人程度　
講　藤田マオさん（フィットネスウォー
キングインストラクター）
対　18歳以上の健康な人

能楽教室受講生募集（２次）

　謡と仕舞の基礎を学びます。経験者
の応募も可能です。
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（高校生・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。

安土城天主信長の館�
TEL（46）6５１2・FAX（46）6５１3�

夏休みこども歴史塾
～VRで探れ　安土城のひみつ　
　　きみも信長忍者隊になろう～
　VR安土城のショートムービーを鑑
賞後、信長忍者隊になるためのクイ
ズ大会と館内見学。抽選で１組がVR
コントローラーでマニュアル操作体
験ができ、CGで再現された城下町や
安土城を自由に散策できます。
日　７月21日E・22日R・28日E・
　　29日R、８月４日E・５日R・
　　 ６日T 午前９時集合

能楽教室発表会

広告


