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日  日時　場  場所　対  対象　内 内容　定  定員　￥  費用　講  講師　出  出演　持  持ち物　申  申込方法　締  申込締切・申込期間市 のし だよりせつ
※市外の人はいずれも500円増し
講　深野新次郎さん・深野貴彦さん

（シテ方観世流能楽師）
申 　お問い合わせのうえ、所定の申
込用紙を提出ください。9月4日U・16
日T・25日U・30日Tは無料で体験・
見学ができます。

かわらミュージアム 

TEL（33）８５67・FAX（33）８722�

加藤孝和　日本画展
  「近江の詩

うた
 心のふるさとを描く」

　大津市在住の医師で日本画が趣味
の加藤孝和さんは、医業のかたわら
30年にわたり風景画を中心に描いて
来られました。石垣・屋根瓦・土蔵とい
ったものに魅かれ、たびたび近江八
幡に来てスケッチし、仕上げられた作
品たち。今回は、八幡堀をはじめとす
る近江八幡の風景を中心に、ご家族
との旅先でのスケッチを基にした作
品や動物・人物・真正面からの構図・
洋画風の山容など、約20点の作品を
展示し日本画の魅力をお伝えします。
日　9月22日R～12月5日Q

　　 午前9時～午後5時（入館は午後
4時30分まで）

休館日　毎週月曜日、9月24日Y

￥　一般 300円、小･中学生 200円

文芸セミナリヨ�
TEL （46）6５０7・FAX （46）6５１０�

文芸セミナリヨ  改修工事のお知らせ
　文芸セミナリヨの長寿命化を目的と
して、主にホールの天井と空調設備の
改修工事を行っています。
　これに伴い、下記の期間施設の利
用を停止します。
利用停止期間
　令和4年3月末まで
※利用停止期間は、作業の進捗状況
　により、変更する場合があります。

あづちマリエート  

TEL（46）264５・FAX（46）323８��

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
ンで健康を保ちましょう。
日　10月8日Y・22日Y

　　 午前10時～11時30分
対　50歳以上の人　定　20人
￥　350円
講　土田政代さん（健康運動指導士）
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。

リズムにあわせてリトミック♪

　アリーナの広い空間で、きれいなピ
アノと歌声にあわせのびのび過ごしま
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文化会館� ��
TEL （33）８１１１・FAX （33）８１１2�

宝くじまちの音楽会
南こうせつwithウー・ファン
～心のうたコンサート～

　数多くのヒット曲を持つ南こうせつ
さんと、中国古

こ

筝
そう

奏者ウー・ファンさん
によるコンサートです。
日　10月21日T　午後6時開演
対　県内在住者
￥　2,000円
　(前売り・宝くじ
　助成による特
　別料金）
注意事項
・チケットの購入は1人4枚まで
・当日は500円増し
・前売り券完売の場合は当日券はあり

ません
・全席指定（500枚までの限定販売）
・文化会館友の会、会員特典（500円

割引券、先行予約）はありません
申　文化会館の窓口でチケットの購
入ができます。

第14回囲碁将棋交流大会
日　10月3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　9月7日E～28日E

健康ふれあい公園 

TEL （37）００77・FAX （3８）０００6������

美 up ヨガ体験教室
　深い呼吸とゆっくりとした動きで肩
こり解消、腰痛改善、血流アップを
はかり、体を整えませんか。快適な
フィットネススタジオで一緒に運動を
始めましょう。初心者も大歓迎。

日　10月12日E・26日E、11月9日
E、30日E、12月7日E　計5回
　　 午後3時～4時15分
対　市内在住・在勤・在学の高校生
以上の人
定　15人（先着順）　￥　5,000円
講　小松みゆきさん（NPO法人日本
予防医学療術協会認定ヨガインスト
ラクター）
持　ヨガマット（貸し出しあり）・タ
オル・飲み物
申　9月6日W～9月27日Wの午前9
時 ～ 午 後 5 時に受 講 料を添えて、     
スポーツ推進課（運動公園体育館内）
または健康ふれあい公園へ申し込み
ください。
問　スポーツ推進課　 （33）6303

しょう。楽しいパネルシアターのお話
もあります。
日　10月21日T、11月18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
定　各回30組
￥　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。

エクササイズ＆ヨガ
　軽快なミュージックにのって、気持
ちいい汗をかいたあとは、スローなヨ
ガで気分爽快です。
日　10月28日T、11月11日T・25
　　日T　午前10時～11時30分
対　18歳以上の人
定　25人（先着順）　￥　1回350円
講　土田政代さん（健康指導士）
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。
※1回からでも参加できます。

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）
※時間はお問い合わせください。
￥ 　高校・大学生　2,500円、一般

　3,500円（それぞれ月額）

資料館（新町二丁目22）�

TEL（32）7０4８・FAX（32）7０５１�

『近江八幡の歴史』第9巻刊行記念
近江八幡ゆかりの画人たち

　八幡商人は文化・芸術に高い関心
を持ち、また出店のある各地に移動す
ることから、多くの画人と交流していま
した。同巻で紹介した作品のうち、市
所蔵の塩

しおかわぶんりん

川文麟や北
きたがきこうりん

垣公麟などの絵
画作品を中心に約20点展示します。
日　9月18日U～11月21日Q

　　 午前9時～午後4時30分（入館
は午後4時まで）

休館日　毎週月曜日（9月20日㈷を
除く）、9月21日E

￥　一般 300円、小･中学生 150円
※ 展示内容に関するお問い合わせは

文化観光課　 （36）5529

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館）�

TEL （3１）27００・FAX （3１）2８００�

※各行事マスクの着用をお願いします。
点字体験教室
日　10月2日U　午前10時～正午
定　10人(先着順)
申　電話で申し込みください。
締　9月6日W～21日E

学校法人ヴォーリズ学園　ヴォーリズ・エデュケアセンター
育ち（成長）＝その人らしさ（個性）＋ educate（学び）＋ care（養護）

　その人らしさは生まれながら神さまからいただいた宝物。educate（学び）はその人の能力を引き出す経験、care（養護）はそ
の人が生きる上で必要な支援です。ヴォーリズ・エデュケアセンターの目的は「子ども達が安心して育ち（成長）合う居場所づくり」
です。2022 年度、お子様のご入園をお待ちしています。
　□ 認定こども園　近江兄弟社ひかり園　　TEL　0748 － 32 － 0301
　□ 認可保育園　安土保育園　　　　　　　TEL　0748 － 46 － 2319
　□ 認可保育園　金田東保育園　　　　　　TEL　0748 － 33 － 8774

　私たちは「生きる力」は愛されたぬくもりから得られると信じます。やわらかな土のなかで一人ひとりの子ども達がその子ら
しい根を張りいつか自分らしい花を咲かせることができるよう祈りつつ育ちを支えています。あなたも私たちと一緒に、子ども
達の育ちに寄り添う supporter になりませんか？保育士、保育教諭等、あなたの個性・専門性を求めています。
　□ お問い合わせはこちらまで→ TEL　0748 － 32 － 3469（ヴォーリズ・エデュケアセンター）
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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
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http://324508.jp
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