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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

広告

お墓の追加彫り、移転等お気軽にお問い合わせ下さい。お墓の追加彫り、移転等お気軽にお問い合わせ下さい。

おうみはちまん浄苑
●霊苑案内
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石井石材有限会社
代表者　石井　明

心を込めた墓づくり　創業９０余年心を込めた墓づくり　創業９０余年

近江八幡市浅小井町
●指定石材店

◇墓地受付中！！
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広告 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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文化会館� ��
TEL （33）８１１１・FAX （33）８１１2�

劇団四季ミュージカル
「ロボット・イン・ザ・ガーデン」

好評発売中

　舞台はアンドロイドが人間に代わっ
て家事や仕事を行う近未来。心に傷
を抱えた主人公・ベンと壊れかけたロ
ボット・タングが出会い、旅に出ること
に。そこで生まれる絆とそれぞれの成
長が描かれます。
日　7月24日Q　午後5時30分開演
￥　S席 9,900円、A席 6,600円、
　　B席 3,300円（全席指定）

文芸セミナリヨ�
TEL （46）6５０７・FAX （46）6５１０�

中嶋俊晴×近藤岳ジョイントコン
サートfeat.城奈緒美

定　各日30人　先着順・要予約
￥　大人610円、学生350円、
　　小人170円（入館料のみ）
申　電話で申し込みください。

かわらミュージアム 

TEL （33）８５6７・FAX （33）８７22�

張り子のお面・人形の郷土玩具展
「紙から生まれたお面と人形たち」

　京都市在住の駒井守さんが、40年
近く前に義母から手渡された乙

おと

という
紙の狂言面｡ 
　「お面を見て怒り出す人はいない｡ 
笑顔になれる」そんな動機から外国
面や乾

かん

漆
しつ

面といろいろなお面を収集
されていましたが、味わい深い郷土玩
具の和紙面に特化し、今や1,300面
に。お面や張り子人形に飽き足らず土
人形、だるま、こけしと4,400点を超
えました。
　その中から、約150点をご覧いた
だき、日本各地の風土や暮らしのなか
から生まれた素朴な造形美や郷愁を
感じていただきます。
日　6月4日U～7月31日Q　
　　 午前9時～午後5時（入館は午後

4時30分まで）
　　�休館日　月曜日（7月18日㈷・25

日Wは開館します）

　国内外で活躍中の中嶋俊晴と近藤
岳の世界を城奈緒美がナビゲート。
日　7月31日Q　午後2時開演
　　（午後1時30分開場）
￥　一般 2,500円
　　高校生以下 1,000円
　　※全席指定、未就学児入場不可。
　　　当日500円増し。
出　 中島俊晴（カウンターテナー）、近

藤岳（パイプオルガン）、城奈緒美
（パイプオルガン、ナビゲーター）

パイプオルガンミニコンサート
2022
　文芸セミナリヨオルガン教室受講
生24・25期生によるミニコンサート。
日　6月12日Q　午後1時30分開演
　　（午後1時開場）
￥　無料（要整理券）　全席自由

あづちマリエート  

TEL （46）264５・FAX （46）323８�

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

対  　高齢者、障がいのある人
定　10人（先着順）
持　 ヨガマットまたは大きめのバスタオ

ル・汗拭きタオル
申　電話で申し込みください。
締　6月7日E～21日E

運動公園(津田町18）�

TEL （33）63０3・FAX （33）3１24�

ナイターテニス教室参加者募集
日　 7月16日～9月10日の毎週土曜

日　午後7時～9時　【全8回】
対　 市内に在住・在学・在勤の中学

生以上の人
定　60人
￥　5,000円
締　6月13日W～7月4日W

申　 申込用紙に必要事項を記入し、
受講料を添えて申し込みください。

サン・ビレッジ近江八幡�

TEL （3７）０3０3・FAX （3７）０2５５�

弓道体験教室
日　 8月20日～10月22日の毎週土

曜日　午後7時～8時30分
【事前説明会】
　7月9日U　午後5時30分～7時
　※教室参加者は必ず出席ください。
対　 市内に在住・在学・在勤の中学

生以上の人（初心者歓迎）
定　15人
￥　8,000円
申　受講料を添えて申し込みください。
締　6月30日T

込用紙を提出ください。
　　※ 6月16日T・17日Y・24日Y・

30日T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。

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。

安土城天主信長の館�
TEL （46）6５１2・FAX （46）6５１3�

VR安土城タイムスリップツアー
【案内編】

　コンピュータの中に作られた、安土
城創建当時の様子をVRの特殊映像
を使用して、散策・案内します。コント
ローラーの操作体験はできません。
日　 6月4日U・11日U・18日U・25日

U　午前10時50分～11時10分

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。

高齢者のためのパソコン教室
日　 7月2日U・16日U・23日U・30

日Uの4回　午後1時～3時
対　 市内在住の60歳以上の人で、市

民共生センターのパソコン教室
を初めて受講する人

定　3人（先着順）
持  　パソコン（windows10のみ）
申　電話で申し込みください。
締　6月6日W～13日W　

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　 7月4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　6月6日W～13日W

自
じきょうじゅつ
彊術（健康体操）教室

日　7月7日T　午後2時～4時

©阿部 章仁

近藤 岳（©青柳聡）

中島 俊晴

城 奈緒美


