市 のしせ つだより
文化会館

  

TEL （33）８１１１・FAX （33）８１１２

工事のお知らせ

2月8日Wから3月31日Rまでの間、
電気設備工事のため文化会館南側の
駐車場は駐車禁止となります。また、こ
の期間中、会館への出入り口は正面玄
関のみになります。
ご不便をおかけしま
すがご理解・ご協力をお願いします。

文芸セミナリヨ
TEL （46）６５０７・FAX （46）６５１０                  

第241回はつらつコンサート
「デュエットの楽しみ」

ソプラノの美しいハーモニーで日本
の歌曲をお届けします。
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。

髙木充江

山本哲子

今堀智子

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
日

日 日時

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）

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

ワンコインコンサート シリーズ132

赤ちゃん大歓迎の本格ホールコン
サート。今回はパイプオルガンと打楽
器の組み合わせでお届けします。
日 3月6日U 午前10時30分開演
（午前10時10分開場）

中路友恵

山田佳那子

城奈緒美

￥
定
講
持
申

あづちマリエート
TEL （46）２６４５・FAX （46）３２３８
◎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♪

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。
※2月の教室は中止します。
日

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 2月19日Y・３月5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 電話で申し込みください。

ストレッチで姿勢改善

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、

中路友恵（打楽器）
、山田佳那子
（打楽器）
、城奈緒美（パイプオルガン）
￥ 500円 ※全席自由・保護者1人
につき膝上の乳幼児1人は無料
出

場 場所

日

体のバランスを保ちいきいき健康に！
2月17日R・3月17日R
午前10時～11時30分

対 対象

内 内容

1回600円 対 18歳以上の人
35人程度（先着順）
藤田マオさん
体育館シューズ・タオル・飲み物
電話で申し込みください。

講 講師

持 持ち物

ウォーキング＆ストレッチなど無料
レッスンもご用意しています。
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。

運動公園 ( 津田町 18）

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館）

東京2020オリンピック・パラリン
ピックの聖火リレートーチを
運動公園体育館で展示します

TEL （31）２７００・FAX （31）２８００

折り紙教室～鶴の席札の折り方～

３月５日Y 午後1時～4時
対 高齢者・障がい者
定 15人
（先着順）
￥ 200円
（材料費）
持 練習用の折り紙、
ハサミ、のり
マスクを着用ください
申 電話で2月4日Tから2月18日
Tまでの間に申し込んでください。

申 申込方法

締 申込締切・申込期間

参加を楽しみにされている皆さんに
はご迷惑をおかけしますがご理解を
お願いします。

かわらミュージアム
TEL （33）８５６７・FAX （33）８７２２

近江の瓦に見る美を訪ねて

日

画像提供 :Tokyo 2020

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

ＮＥＷレッスン開催！
！

1月より、
スタジオでは新しいレッス
ンが開催されています。
○ZUMBA（ラテン音楽とダンスが融
合したダンスフィットネスエクササイ
ズ） 火曜日 正午～ 楽しく踊ること
で身体も気分もスッキリ！
○美ラインエクササイズ 金曜日 午
後7時45分～ インナーマッスルを
鍛えて女性らしい美ボディに！
○機能改善＆ダイエット 水曜日 午
前10時～ たくさんの関節と筋肉を
動かします。
その他いろいろな泳法レッスンや

脳・神経
総合
TEL(43)1178

内科

③耳鼻咽喉科

坂口クリニック

TEL(36)3341

④ともこどもクリニック
広告

出 出演

TEL （33）6303・FAX （33）３１２４                    

①白鳥

広報おうみはちまん 2021.2.1

￥ 費用

東京2020大会開催に向けて機運
を盛り上げるため、県内19市町に聖
火リレーのトーチが巡回し、本市でも
展示されます。
実物を間近で見られる貴重な機会
に、桜ゴールドと呼ばれる美しい輝き
をぜひご覧ください。
日 2月1日W～7日Q
（7日は午後2時まで）
場 運動公園体育館ロビー
※ご覧になられる場合は、
トーチに触
れないでください。

げんきウォークin近江八幡
開催を中止します

毎年3月に開催してきた本イベント
は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から今年は中止します。毎年

白鳥メディカルゾーン

広告
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定 定員

TEL(33)5565

②田原整形外科
TEL(33)1780

広告

寺院・神社の鬼瓦や民家の飾り瓦
にはさまざまな不思議な瓦が使用さ
れています。
「 近江の祭り研究所」が
記録されたさまざまな写真をかわらミ
ュージアムで収蔵している瓦とともに
一堂に展示し江戸時代から栄えた八
幡瓦の魅力をお伝えします。
２月２日E～３月28日Q
午前９時～午後５時
（入館は午後4時30分まで）
休館日：月曜、祝祭日の翌日
￥ 一般300円、
小中学生200円

日

湖国ゆかりのグループが創作
八幡瓦使った現代アート常設展示

湖国ゆかりのアーティストグルー
プcircle side（サークルサイド）が、市
内の古民家にあった八幡瓦を使って
創作した現代アート作品の常設展示
をかわらミュージアムで始めました。
瓦に映像を投影し、瓦の美しい輪
郭や曲線を浮かび上がらせ
るとともに、瓦から天に向か
って糸を張ることで、糸をつ
たって瓦に染みる雨粒や風、
日差しを表現し時間の経過
を感じさせる作品です。
▼展示されている作品
作品名：edge type[35゜08’
26.5″N 136゜05’31.3″E］

（輪郭の種類、かわらミュージア
ムの緯度・経度を表しています）
広報おうみはちまん 2021.2.1

22

