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文化会館� ��
TEL （33）８１１１・FAX （33）８１１2�

文化会館友の会　会員を募集します
　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。

文芸セミナリヨ�
TEL （46）6５０7・FAX （46）6５１０�

第244回はつらつコンサート
「和太鼓ドンドン　笑ってワハハ」

日 　4月21日T　午後2時開演（午
　後1時30分開場)
￥　500円　※全席自由
出　写真左上から、大橋亮介・田吾作
隆一・野田恭平・松浦将吾・片田智子

のお話もあります。
日　5月12日T、6月16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
ちのいい汗を流したあとは、スローな
ヨガで気分爽快です。
日　6月23日T・30日T、7月7日T

　　午前10時～11時30分
対　18歳以上の人　定　30人程度
￥　初夏コース3回1,800円(1～2
回は各700円）
講　山本いづみさん
持  　体育館シューズ・ヨガマット（貸し

出しもあります）・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、
　金曜日コース）
　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。

ワンコインコンサート　シリーズ137
「トランペット＆トロンボーン＆パイ
プオルガン   ゴールデン・コンサート」

　赤ちゃん大歓迎の本格ホールコン
サートシリーズです。
日　4月30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　写真左から、福田裕司（トラン
ペット）・竹本裕一（トロンボーン）・城
奈緒美（パイプオルガン）

ワンコインコンサート　シリーズ138
「フルートとピアノで奏でる　世界

のうた」

　赤ちゃん大歓迎の本格ホールコン
サートシリーズです。
日　5月14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　写真左から塩見亮（ピアノ）・塩見
峰子（フルート）

市民共生センター
（はつらつ館・水曜休館）�

TEL （3１）27００・FAX （3１）2８００�

※マスクの着用をお願いします。

パソコンフォロー教室　
　ボランティアによるパソコン利用に
関するアドバイスや指導を行います。
日  　5月9日Wからの毎週月曜日（い

ずれかの日を選んで受講）
　午前10時～正午
対  　市内在住で、市民共生センター

のパソコン教室、パソコンフォロー
教室のいずれかを受講したことの
ある人

定　各回1人(先着順)
申　電話で申し込みください。
締　4月5日E～12日E

パイプオルガン　ホールレッスン

　ホールの空き日を利用したパイプ
オルガンレッスンを受けてみません
か。１時間単位でご利用いただけま
す。詳しくは、お問い合わせください。
日　土日・祝日でホールの利用がない日

あづちマリエート  

TEL（46）264５・FAX（46）323８��

シニア健康教室
～心と体を健康に～

　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　4月22日Y、5月13日Y・27日Y

　　午前10時～11時30分
対　50歳以上の人　定　30人
￥　1回400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、澄んだピア
ノの音色と歌声にあわせのびのび過
ごしましょう。楽しいパネルシアター

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。
※ 4月8日Y・14日T・22日Y・28日
T、5月12日T・13日Y・26日T・
27日Y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。

かわらミュージアム 

TEL （33）８５67・FAX （33）８722�
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工作展　
「国宝の城を数万本の爪楊枝で再現」

　本市在住の佐藤成宣さんは、大手
電機メーカーで機械関係の設計をさ
れていました。定年退職後に始めた爪
楊枝工作は、10年以上経った今も続
けられています。国宝の城などを爪楊
枝だけで忠実に表現できるように、時
には国立国会図書館まで出向いて図
面を入手され、1年に1作のペースで
制作活動を続けてこられました。
　今回は、彦根城をはじめとする国宝
の城4作品、白雲館や法隆寺金堂など
合計9作品を展示します。細部まで、
丹念に再現された爪楊枝作品の世界
をお楽しみください。
日　5月29日Qまで　午前9時～午
後5時（入館は午後4時30分まで）

健康ふれあい公園　グラウン
ドゴルフ場・児童遊戯場の
利用開始を延期します
　4 月 1 日 Y からオープンを
予定していました、健康ふれあ
い公園のグラウンドゴルフ場・
児童遊戯場は芝生の育成期間
が必要になりましたので、利用
開始を延期します。
　開始の時期は、市ホームペー
ジなどでお知らせします。ご迷
惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
問　スポーツ推進課
（33）63０3・ （33）3１24

『安心整備で 安全運転を！！。』

竹内モータース・グループ

広告

㈱竹内モータース
  近江八幡市出町４２９－７
  ＴＥＬ：０７４８－３３－２２６６

㈱ホーコー
  近江八幡市若宮町２１３－３
  ＴＥＬ：０７４８－３７－３０４８

内科・消化器内科・循環器内科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科
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広告

(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
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御祝い、御返し、ご進物など全国発送
も賜ります。
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認定「近江牛」指定店番号 007 号
滋賀食肉市場買参者番号 007 番

純良近江牛

広告

春の感謝セール

広告


