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

　　２０２１　第16回
　近江八幡節句人形めぐり
町なみに装うひいなのほほえみ

　市内の商家などに伝わる節句人
形や小道具を展示しています。
日　3月21日Qまで
場　市立資料館（郷土資料館、歴
史民俗資料館、旧西川家住宅は3
月13日Uまで）、旧伴家住宅、かわ
らミュージアムほか旧市街地など
の24か所の商店、寺院など）
￥　市立資料館、旧伴家住宅、か
わらミュージアムは、いずれも入館
料が必要です。
※各施設、事業所も定休日や臨時
休業などあります。
  人形などの日焼けを避けるため
屋内での展示店もありますので、お
気軽にお声がけください。
問 　（一社）近江八幡観光物産協
会　 （32）7003

文化会館   
TEL （33）8１１１・FAX （33）8１１2 

あづちマリエート  

TEL （46）264５・FAX （46）3238  

駐車場工事のお知らせ
   3月31日Rまで、電気設備工事のた
め文化会館南側の駐車場は駐車禁止
としています。また、この期間中、会館
への出入り口は正面玄関のみになって
います。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                  

かわらミュージアム 

TEL （33）8５67・FAX （33）8722 

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）
出　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

オルガン教室発表会２０２１
　文芸セミナリヨオルガン教室受講生
による発表会。バッハの曲や讃美歌な
どをパイプオルガンで演奏されます。
日　3月20日D　午後1時30分開演
　　　　　　　　　（午後1時開場）

令和３年度第1期（４～6月）プー
ル＆スタジオ教室の新規申込受付
を、3月1日㈪から開始します

近江の瓦に見る美を訪ねて
　

　

　県内の社寺や民家の鬼瓦や飾り瓦
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」代
表の辻村耕司さんが10年余をかけ
て撮影された写真の数々をかわらミ
ュージアムで収蔵している瓦などとと

出　文芸セミナリヨオルガン教室受講
生　23期生5人・24期生６人
入場無料・全席自由　※要整理券　　
　　
文芸の郷友の会　会員募集
　文芸の郷が主催するコンサートの
先行予約や、公演チケット（１公演に
つき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10％割
引のほか、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。
￥　入会費500円、年会費1,200円
申　所定申込用紙に必要事項を記入
のうえ窓口ま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　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。

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　３月5日Y・３月19日Y

　　　午前10時～11時30分　

（観世流能楽師シテ方）
※経験者も応募可能です。　
申　お問い合わせのうえ、所定の申
込用紙を提出ください。
締   　6月30日R

体験は無料で参加できます。お気軽
にお問い合わせください。

多世代交流館
メリーゴーランド運行について
　

　
　３月から11月までの日曜と祝日の
午前10時から午後3時30分まで運行
します。
対　小学生以下のお子さん
￥ 　1回100円（付き添いもできま
す）

中路友恵 山田佳那子 城奈緒美

旧伴家住宅に展示中の市内最古といわ
れる西川庄六家に伝わるひな人形

○申し込みに必要なもの
　・個人登録カード（すぐに発行でき  
      ます。本人確認できるもの（住所
      記載）を持参ください）
　・受講料
　　プール 12,100円～13,230円
　　　　　　　　（全10回～11回）
      スタジオ  4,000円～11,000円
　　　                 （全  8回～10回）
 申込用紙に必要事項を記入の上、受
講料を添えて受付で申し込みください

（お子さんの兄弟姉妹以外の複数人
の申し込みはできません）。
施設開園時間　午前8時30分から
休館日　毎週月曜（祝日除く）
※申込受付は先着順です。定員満了
時点で受付を終了します。

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
　

　体のバランスを保ちいきいき健康に！
日　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　電話で申し込みください。

能楽教室受講生募集

　能楽を始めたい人、謡と仕舞の基
礎を学びませんか。
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：2,500円（高校・大学生）
　　　     3,500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

もに一堂に展示し江戸時代から栄え
た八幡瓦をはじめとした湖国の瓦の
魅力をお伝えします。
日　３月28日Qまで
　　　　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
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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

桐
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●

センターより
とほ

３分

　フィラリア予防
　狂犬病予防注射
　 混 合 ワ ク チ ン
　 ノ ミ ダ ニ 予 防
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みかみ動物病院
近江八幡市江頭町４４３( パチンコ屋さん向かい )

◎しつけ、飼い方相談

TEL:0748-31-4712　木曜日、日曜午後休診
予約診察ご希望の方は、お電話にて受け付けております。

限りはありますが、当日でも予約可能です。

動物を初めて飼った、飼ったけど
困りごとが出てきた等、病気以
外でも、気軽にご相談ください。
（特に、子犬・子猫の時期のしつ
けは重要です）

東光寺（守山
市）の屋根の
天女の飾瓦を
見つめる辻村
さん


