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白 鳥 メ デ ィ カ ル ゾ ー ン
②田原整形外科
　TEL(33)1780

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
　TEL(33)5565

　TEL(43)1178
①白鳥 内科脳・神経

総合

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

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133
「どんな音？　チェンバロとヴァイオ
リンのコンサート」

　
　赤ちゃん大歓迎の本格ホールコン
サート。チェンバロってどんな楽器？ど
んな音がするのかな？
日　４月24日U 午前10時30分開演
　　（午前10時10分開場）
出　足木かよ（ヴァイオリン）・吉田祐香

（チェンバロ）

運動公園(津田町18） 

TEL （33）6303・FAX （33）3１24                    

　

　市内在住の漆工芸作家・藤井さん
は、県美術展や日展で入選を重ね金
閣寺の修復工事にも関わるなど漆工
芸の第一人者として活躍中。伝統にと

￥　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

城奈緒美パイプオルガンリサイタル
　　　　～オトノナミ～
　文芸セミナリヨ専属オルガニスト城
奈緒美の5年ぶりとなるリサイタル。
日　７月17日U　午後２時開演

（午後1時30分開場）
出　城奈緒美（文芸セミ
ナリヨ専属オルガニスト）
￥　一般      2,000円
高校生以下   1,000円
当日各500円増し　全席

指定（未就学児入場不可）4月17日U発売

◎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。

シニア世代健康スクエア～シニア教室～
　ゴムバンドの体操や脳トレーニン
グをして健康を保ちましょう。
日　４月23日Y・５月14日Y・28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。
能楽教室受講生募集
　謡と仕舞の基礎が学べます。経験者
も受講可能です。
日　月２回のお稽古（木曜日コース・
土曜日コース）
時間についてはお問い合せください。

足木 かよ

◎いずれもスポーツ推進課（運動公
園内）に（教室は受講料を添え）直
接申し込んでください（午前 9 時～
午後 5 時　土日・祝日も可）。
　参加前の検温、運動時以外のマス
ク着用、手指消毒をお願いします。

ハンドボール教室（前期）
日　《小・中学生》５月 12 日、6 月16
日・30 日、７月７日・14 日、9 月１日・
8 日・15 日・22 日（いずれも水曜日、
全９回）午後５時 30 分～７時 30 分　
《高校生》５月 12 日・26 日、6 月2 日・
23 日・30 日、７月７日・14 日・21 日、
9 月 １ 日・8 日・15 日・22 日いずれ
も水曜日、全 12 回）午後５時～８時（※
ただし、6 月 2 日は午後 3 時～ 8 時、7
月 21 日は午後 1 時～ 5 時 30 分）
場　運動公園体育館
対・定　市内在住在学の小学
生、中学生、高校生・70 人
￥　小学生、中学生 1,500 円
　　高校生　2,000 円 
講　市ハンドボール協会指導者
締　４月 12 日 W ～５月３日 D

￥   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
　（シテ方観世流能楽師）
※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。※4月1日
T・15日Tは体験・見学（無料）可能、
事前に電話連絡してお越しください。

あづちマリエート  

TEL （46）264５・FAX （46）3238  

第242回はつらつコンサート
　　　「ブラボー！演歌！」

　ジャズバンドの演奏で演歌の名曲の
数々をお届けします。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。
日　４月15日T　午後2時開演
　　　　　　　（午後1時30分開場）
出　米田正博＆スリーエコーズ
￥　500円　※全席自由

吉田 祐香

ゴルフ教室（春コース）
日　月曜日コース　５月
　　10 日 W ～６月 28 日 Wの各月
　　曜日（計８回） 午後７時～９時
　　金曜日コース　５月 14 日Y ～７
　　月２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・定　市内在住・在勤・在学の
　　中学生以上の人（金曜日コース
　　は中・高生除く）・各コース 15
　　人（先着順）
￥　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）
締　４月 12 日 W ～５月３日 D

幼児・小学生スポーツリズムトレーニ
ング体験会～リズムを変える。心が動く～
日　5 月 16 日 Q　午前 9 時 30 分～正午
場　運動公園体育館
対   幼児・小学生と保護者
内　スポーツリズムトレーニング体験

（指導：（一社）スポーツリズムトレー
ニング協会 STAR 認定インストラク
ター）、講演会「顕在意識と潜在意識」

（講師：山下真由美さん）、弾き語り（シ
ンガーソングライター濱守栄子さん）
￥　参加無料
締　４月 19 日 W ～ 5 月 7 日 Y

※ STAR 認 定インストラクター 西
さ ん へ E メ ー ル 申 込（sg.star.
nishi0527@gmail.com）も可。申
込書は運動公園体育館、市役所窓口、
各コミュニティセンターにあります。

ヨガでゆったり　リラクゼーション
　お昼の空いた時間やお仕事帰り
に、ゆったりヨガを始めませんか。
日     毎週水曜　午前 10 時 30 分～
　　毎週木曜　午後 7 時 30 分～
　　　　（いずれも約 1 時間）　　
定    各 15 人
￥　1 か月（4 回）2,800 円
持　ヨガマットまたはバスタオル
　　飲み物（水分補給用）
申　電話で申し込みください。

アクティ近江八幡  

TEL （38）07５8・FAX （38） 07５9 

プール＆スタジオ定期教室（4月～
6月）、始まります

　動きやすい季節になりました。運動
を始めませんか。申込み随時受付中
プール教室 12,100円～13,230円
スタジオ教室 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。（子
ども教室は対象外）
プール　1回1,400円（6回利用で
7,800円の回数券あり）

らわれず木地、皮、布などを駆使し自
由な感覚で作られた約30点の作品を
一堂に展示します。
日　4月3日U～５月９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（祝祭日は開館）
￥　一般 300円、小･中学生 200円

スタジオ1回1,000円（6回利用で
5,400円の回数券あり）
※教室によって開催日時が異なりま
す。詳しく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。

藤井誠治  漆芸展


