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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）
￥　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）
出　城奈緒美（文芸セミナリヨ専属オ
ルガニスト）

あづちマリエート  

TEL （46）264５・FAX （46）３2３８� �

猪ノ田裕樹絵画展「霽
せい
」

　東近江市在住の画家である猪ノ田
裕樹さんは、近江の自然と人との共生
をテーマにした幻想的で情感あふれ
る大作群や人物画、花などを描かれ
ています。今回のタイトル「霽

せい

」は｢雨(
あめかんむり)｣の下に、終わることを
意味する「齋」(斉の旧字体)と書いて、

「霽」雨や雪が降り終わって、｢はれる｣
ことを表します。
　なぜ、絵を描くのか？空、大地、風、
湖、人、花、それは「霽

は

れ」ゆく心へ向か
う｢現

い

在
ま

｣、｢未来｣を凝
み

視
つ

め、明
あ

日
す

を共
有したいがためなのかもしれません。
冬、春から秋へ移りゆく大作群、疫病
終息への祈りを込めた大作、人物画な
ど、約25点を展示します。
日　5月14日Y～6月30日R

　　　　午前９時～午後５時
　　　　（入館は午後4時30分まで）

文化会館友の会　会員募集
　入会すると文化会館が主催するコ
ンサート、寄席などの公演チケット
の先行予約やチケット購入に使える
500円割引券（1枚）進呈、当館で開
催される公演案内などの特典があり
ます。
￥　年会費1,000円
申　当館窓口で申し込みください。

ワンコインコンサート　シリーズ134
「二台ピアノで楽しい世界旅」

　
　乳幼児から本物の音楽に触れてほ
しいと開催するコンサート。姉妹デュオ
がお届けする息の合った演奏をお楽し
みください。
日　5月22日U　午前10時30分開演

（午前10時10分開場）
￥　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　松田みゆき・小林千夏

弓道体験教室
日　7月3日U ～ 9月4日U毎週土曜

（全10回）　午後7時～ 8時30分
　【事前説明会】
　6月12日U　午後5時30分～ 7時

（教室参加者は出席必須）
対　市内在住・在学・在勤の
　　中学生以上
￥　8,000円
定　15人
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小林�千夏

　　休館日：月曜日
￥　一般 300円、小･中学生 200円

第14回囲碁将棋交流会

日　6月6日Q　午後0時30分～4時
30分
定　囲碁 20 人、将棋 14 人
申　電話で申し込みください。
締　5 月 6 日 T ～ 5 月 20 日 T

※定員になり次第終了・マスク着用

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

申　直接窓口で申し込みください。
締　5月31日W

煌　秋色の風��（ 油彩 ）教室に参加してみませんか？
　毎週は予定が・・・という人でも都度
参加のスポット利用ができます♪
～プール～
機能改善＆ダイエット／水曜　午前
10時～10時45分
機能改善スイム／金曜　午前10時
～10時45分
～スタジオ～
ZUMBA／火曜　正午～午後0時50分
美ラインエクササイズ／金曜　午後7
時45分～8時55分
～テニス～
初心者（小学5年生以上）／金曜　午
後6時30分～7時55分
初級～初中級（高校生以上）／金曜　
午後8時～9時30分
初心者（小中学生）／土曜　午後5時
30分～6時55分
初級～初中級　高校生以上／土曜　
午後7時～8時30分
￥　プール　　1回1,400円
　　スタジオ　 1回1,000円
　　テニス　　1回1,500円
※ 開催日、時間は教室によって異なり

ます。詳しくはお問い合わせいただ
くか、施設ホームページをご覧くだ
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

桐
原
東
小
学
校

白
鳥
川●

●

センターより
とほ

３分

広告

　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

広告

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）

文芸セミナリヨ�
TEL （46）6５07・FAX （46）6５１0�

文化会館� ��
TEL （３３）８１１１・FAX （３３）８１１2�

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館） 
TEL （３１）2700・FAX （３１）2８00�

かわらミュージアム 

TEL （３３）８５67・FAX （３３）８722�

サン・ビレッジ近江八幡 
TEL （３7）0３0３・FAX （３7）02５５������

松田�みゆき

◎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。

シニア健康教室
　ゴムチューブの体操や脳トレーニ
ングをして健康を保ちましょう。
日 　5月14日Y・28日Y、6月11日
Y・25日Y　午前10時～11時30分
対　50歳以上の人　　定　20人
講　土田政代さん（健康運動指導士）
￥　1回350円（保険料）
※ゴムチューブは貸出と販売をしてい   
　ます。

マレットゴルフコース
　文芸の郷公園内の遊歩道で18
ホールの山間コースを楽しめます。指
導は、近江八幡市マレットゴルフ協会
員の皆さんです。
日　毎週水曜
　　（１週間前に予約してください）
　　毎週土曜
　　（事前に予約してください）
　　午後１時～５時
　　（冬季は午後４時まで）

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・日曜日コース）
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
　（シテ方観世流能楽師）
※経験者も受講可能です。　
申　お問い合わせのうえ、所定の申
込用紙を提出ください。※5月13日
㈭・20日㈭は無料で体験・見学ができ
ます。事前に電話で予約してください。

対　小学生以上
￥　ステック・ボール　
　　　　　１回１人につき100円
　　ゴールフラッグ・マット一式
　　　　　１回１グループ100円
※市外利用者は100円増

煌　秋色の風��
����（ 油彩 ）


