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第239回はつらつコンサート
                       「童謡とアニメソング」
　

　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　10月15日T 午後２時開演（午後
１時30分開場）
出　八日市マンドリンアンサンブル
＆高井典子（歌）
￥　500円（全席自由）

ワンコインコンサート　シリーズ129
「色とりどり♪サックスの世界へよう
こそ」
　

　乳幼児から本物の音楽にふれてほ
しいと開催するコンサート。　　　　
日　10月17日U　午前10時30分
開演（午前10時10分開場）
出　カトレアサクソフォンカルテット
￥　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～
　ヴァイオリン、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（ヴァイオリン）、今井亨

（フルート）、城奈緒美（パイプオルガン）
￥　一般2000円、高校生以下1000
円　全席指定　当日500円増
※乳幼児入場不可

文芸セミナリヨ�
TEL （46）6５０7・FAX （46）6５１０�

中村�公俊 今井�亨 城�奈緒美

サン・ビレッジ近江八幡(鷹飼町40）

TEL （３7）０３０３・FAX （３7） ０2５５��

健康ふれあい公園      
TEL （３7）００77・FAX （３８）０００6������

かわらミュージアム 

TEL （３３）８５67・FAX （３３）８722�
日々のドローイング
　　　　　ー泉  亜紗子の世界ー
　

　ライフワークとして日々描き続けて
いる「ドローイング（線画）」を中心に、
オイルパステルで描いた絵やコラー
ジュなど作者ならではの世界が展開。
日　９月４日Y～9月27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　ただし21日・22日の祝
　日は開館し、翌日の23日Rは休館
￥　一般300円、小・中学生200円

親子卓球教室
日　10 月６日 E ～ 11 月３日 D　
毎火曜日（計５回）
午後７時 30 分～９時 30 分
対　市内在住・在学・在勤の親子
　（子どもは小学生以上）
定　12 組（先着順）　
￥　1 人２000 円（保険料含む）
申　９月２日 R ～ 15 日 E（午前
9 時～午後 5 時　土日・祝日も受付）
に申込用紙に必要事項を記入し、参
加費を添えて、申し込みください。

◎いずれもスポーツ推進課（運動公園内）
窓口に受講料を添え直接申し込みください
（午前9時～午後5時、土日・祝日も可）。
※各教室・大会は、新型コロナ感染防止の
ため定員を減らすなど対策を講じておりま
すが、今後の感染状況次第で中止となる
場合があることをご承知おきください。

ゴルフ教室（秋コース）
《月曜日コース》　９月28日W～
11月16日Wの各月曜日（計８回）　
午後７時30分～９時30分
《金曜日コース》　10月２日Y～
11月20日Yの各金曜日（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
上の人（金曜日コースは中・高校生除く）
定　各コース　15人
￥　16,000円（ボール代など）
講　吉井泰恵さん（日本女子プロゴル
フ協会公認指導員）
持　ゴルフ手袋、シューズ（運動ので
きる服装でお越しください）
締　９月９日R～９月23日R

なぎなた教室
日　10月6日E～11月17日Eの各火
曜日（計５回）午後６時30分～７時
45分  ※10月27日､11月3日は休講
対　市内在住・在勤・在学の小学４
年生以上の人
定　10人　　￥　500円
講　滋賀県なぎなた連盟指導員
持　道具は貸し出します。（運動ので
きる服装でお越しください）
締　９月９日R～９月23日R

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
学史料編纂室教授）
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　チケット掲示で当日に限り
安土城天主信長の館に無料入場可。
申　電話で申し込みください。

◎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　９月３日T・10月１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。

能楽教室受講生募集（２次）
　謡と仕舞の基礎を学びます。体験も
できます。経験者の応募も可能。
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）

《体験日》　９月３日T・４日Y・６日
Q・17日T・18日Y・21日D　
※ いずれも時間についてはお問い合
わせください。
￥　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　お問い合わせの上、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　９月４日Y・18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。

エクササイズ＆ヨガ
　軽快な音楽で体を動かした後は、
ヨガでゆったりリラクゼーション。
日　9月10日T・17日T・24日T

　　　　午前10時～11時30分
￥　1回600円　対　18歳以上の人
定　25人程度（先着順）
講　山本いずみさん
持　体育館シューズ・ヨガマット（貸
出あり）・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　9月16日R・10月21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・ヨガマット（貸
出あり）・タオル・飲み物
申　電話でご予約ください。

高齢者のためのパソコン教室
「年賀状の作成」
日　10月３日U・10日U・17日U・
24日U　計４回　午後１時～３時
対　市内在住の60歳以上の人で、当
センターの「パソコン教室」の未受講者
定　５人（先着順）
持　MicrosoftOfficeがインストー
ルされたWindows８以降のパソコン
申　９月４日Y～11日Yに電話で
申し込みください。　　  　受講無料

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　10月５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　マスクを着用ください。
対　当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年以
内に受講したことのある市内在住者

運動公園(津田町18） 

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

　
新型コロナ感染防止のため、当分の
間、プールとトレーニングルームは
一般利用者の人数制限を実施中　
　時間区分で完全入替制としていま
すので、利用可能時間をご確認の上、
ご予約ください。予約枠に空きがな
ければ、当日枠での利用となり、下
記の各区分 30 分前から受け付けを
行っています。
◆プール（土・日・祝日のみ）　　
①午前 9 時～、②午後 0 時 30 分～、
③午後 3 時～、④午後 5 時 30 分～
◆トレーニングルーム　①午前 9 時
～、②午前 11 時 30 分～、③午後 5
時～（火～土曜は午後 9 時 30 分ま
で、日・祝日は午後 7 時 30 分まで）
詳細はホームページをご覧ください。
https://omi8man-kenkofureai.jp/

第 14回 西の湖  ヨシ灯り展
　　　　　　　～終息への祈りをこめて今できる小さなこと～

会場9 月 26 日 U　午後   1 時～午後 9 時
27 日 Q　午前 10 時～午後 8 時

　※オープニングセレモニー26日午後 6時～

会場

安土Ｂ＆Ｇ海洋センター・よしきりの池一帯
　（来場の際は交通整理の係員の指示に従ってください）

入場無料 ･荒天中止
マスク着用の上、一定間隔を開けて
ご鑑賞ください。
　　

問   西の湖ヨシ灯り展実行委員会（安土コミュニティセンター内）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL(46)2346・FAX(46)6174　

日時

小学生ハンドボール教室（後期）
日 　10月7日R～令和3年3月10日
R（各水曜、全18回、ただし11月4日、
12月9日・23日・30日、1月6日を除く）
午後5時30分～７時30分
場　運動公園体育館（ただし11月18
日～1月27日は あづちマリエート）
対　市内在住の小学生　　定      50人
講　市ハンドボール協会指導者
￥　1500円
締　９月２日R～９月30日R

第27回市親善スポレック大会
日　10月18日Q　午前８時30分開会
対　市内在住・在勤・在学の中学生
以上の人　定　24チーム（２人で１
チーム、性別不問・先着順）
￥　１チーム500円
締　９月18日Y～10月２日Y

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館） 

TEL （３１）27００・FAX （３１）2８００�

申　９月５日U～12日Uに電話で申
し込みください。先着順。　

西の湖
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