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旧伴家住宅（八幡教育会館） 

TEL・FAX （32）１８77�

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

プール＆スタジオ定期教室
　　　　（1月～３月）始まります！

　プールおよびスタジオの定期教室
（1月～3月）が始まります。申し込み
は随時受付中です。お気軽にご参加く
ださい。
☆プール教室（３か月）
　12,100円～13,230円
☆スタジオ教室（3か月）
　4,000円～11,000円
毎週は予定が…という人には「都度参
加」のスポット利用がオススメです。
プール　1回　1,400円（6回利用で
7,800円の回数券もあります）
スタジオ　1回　1,000円（6回利用
で5,400円の回数券もあります）
※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　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・桂吉弥ほか
　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�

第25回ミュージックフェスティバル
　 一般公募で
選 ば れた８ 組
が、パイプオル
ガンやピアノ、ギ
ター、バイオリ
ン、サックスなどさまざまな
楽器を「音」というテーマで
演奏します。
日　2月21日Q　午後2時開演

（午後1時30分開場）
￥　500円（全席自由）

運動公園(津田町18） 

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

体育館２階の照明を
　　　　　　　改修工事中です
　３月31日Rまで体育館２階照明の
ＬＥＤ化工事に伴い、2階の多目的フ
ロア・観覧席は利用できません。
　なお、１階フロア・会議室・更衣室
は通常通り利用できます。

やすようご　アートフェスタ

　県立野洲養護学校高等部の作品展。
授業や余暇活動、文化祭のために制作
した絵画・陶芸・版画・裂き織りなど多
彩な作品を一堂に展示します。

髙木充江 山本哲子 今堀智子

日　1月14日T～1月28日T

　　　　午前９時～午後５時
　　　　（入館は午後4時30分まで）
　　※最終日は午後４時まで
　　休館日：月曜
￥　一般300円、小中学生200円

広報 1 月号持参いただくと
　市民限定で４人まで無料公開
　

　本紙の「ふるさと再発見」（昨年
11 月号）でも紹介した新町三丁目
の旧伴家住宅を市民限定で、本紙（１
月号）をご持参いただくと 4人ま
で無料でご入場いただけます。（本
欄切り取りや当ページのみの持参
は不可）（通常は大人 400 円、小・
中学生 250 円）
　ぜひ、この機会に八幡商人の大
邸宅をご覧ください。
日　1 月 5 日 E ～ 1 月 31 日 Q

　　　午前 9 時～午後４時 30 分
　　休館日：月曜、祝日の翌日

�桂　南光 �桂ざこば

第240回はつらつコンサート
「デュエットの楽しみ」
　聴きなじみのある曲を中心に演奏、
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。2月は年1
度の無料月です。

日　2月18日T　午後2時開演
　　　　　　　（午後1時30分開場）
出　髙木充江（ソプラノ）・山本哲子
　（ソプラノ）・今堀智子（ピアノ）
　入場無料（要整理券）
※当日午前9時から文芸セミナリヨで
　整理券を配付します。　
　全席自由

パイプオルガン特別講座
世界のオルガン～内部と外観～
　オルガンの
魅力は音色は
もちろん、壮
麗なデザイン
の美しさにあ
ります。
　特にパイプ
のレイアウト
は美しいだけ
でなく、音響にも大いに関係します。楽
器の内部の構造を知り、さまざまなオ
ルガンの映像資料を見ながら、オルガ
ンの魅力に触れてみませんか。

日　2月27日U　午前10時～正午
講　久保田真矢（オルガニスト）
￥　2,000円

◎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。
◎令和３年度（本年４月以降）に大会などで
施設利用を希望される場合は、事前申請書を
１月3１日Qまでに窓口へ提出してください。

リズムに合わせてリトミック♪

日　2月４日T・3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。
※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　1月15日Y、2月19日Y

　　　午前10時～11時30分　

残席わずか

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　2月17日R・3月17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。

広告

内科・消化器科・小児科・循環器科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科
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近江八幡市立
総合医療センター
八木町

堀上町

広告

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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３分 広告

谷石油ガス店
近江八幡市御所内町２１７

A（３７）６００１ S（３７）６０５１

ＬＰガス・石油製品・ガス給湯器・石油給湯器

システムキッチン・システムバス・各種設備工事

謹賀新年広告


