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講座イベント

【対　象】18歳以上で市内に在住または
通勤・通学されている人

【募集開始】11月10日(火)から　※先着順
【申込方法】電話申込のみ
【定　員】六荘公民館　　　　各９人

市民交流センター　各15人
※定員に満たない場合は、開
催しない場合があります。

【講　師】ＮＰＯ法人ＩＴ育成会「あすな」
※時間帯：午前(10～12時)、午後(13時
30分～16時30分)、夜間(19～21時)
はじめてのパソコンNo.2コースの午後
は15時30分までまで

はじめてのパソコンコースNO.2：文字入力練習とファイル管理など

◇講習時間８時間　受講料2,000円(テキスト代別)

◇講習時間12時間　受講料3,000円(テキスト代別)

六 荘 公 民 館 午後
12月

3(木),10(木),17(木),24(木)

市民交流センター 午後 1(火),8(火),15(火),22(火)

作って覚えるワードコース：新聞やチラシの作成など
六 荘 公 民 館 午前 12月 1(火),4(金),8(火),11(金),15(火),18(金)

写真コース：写真の修整と加工など
市民交流センター 午後 3(木),10(木),17(木),24(木)

市民交流センター 夜間
12月 7(月),10(木),14(月),17(木),21(月),

24(木)

第９ 期

会　　　場 時間帯 月 日

■申 生涯学習・文化スポーツ課(7X６５５２)

使って覚えるエクセルコース：エクセルの基本操作と関数とグラフなど
六 荘 公 民 館 午後 12月 4(金),11(金),18(金),22(火)

ワード活用コース：段組、差し込み印刷など

六 荘 公 民 館 午前 12月
2(水),3(木),9(水),10(木),16(水),

17(木)

パワーポイントコース：パワーポイントでプレゼンテーション作成

市民交流センター 午前 12月
3(木),7(月),10(木),14(月),17(木),
21(月)

バーデあざい（健康パークあざい）

「65歳以上無料招待」
オープン６周年を記念して、65歳以上の人を温浴

施設（お風呂）に無料招待します。
【期　間】11月1日(日)～30日(月)

定休日：毎週火曜日（11月３日は営業します）

【対　象】長浜市在住の65歳以上の人
（昭和19年12月31日生まれまでの人）

「バーデあざい」受付で証明書（運転免許証また
は保険証）をお見せください。
※無料招待は一人一回に限ります。
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■問 バーデあざい（野瀬町828） (7c１１２６)

【と　き】12月6日 (日) 9時30分～13時30分　
【ところ】長浜市民交流センター
【参加費】1000円(材料費)
【内　容】紹介する料理

Picanha assada（オーブンで焼いたお肉）
Salpicão de frango（鶏胸肉を使って作るサラダ）
Arroz á grega（ブラジル風ピラフ）
Farofa（炒めたキャッサバ粉）
Pavê de péssego（ブラジル風桃のパフェ）

【講　師】小野竜子ロザリーナ
(長浜市国際交流員)

【定　員】16人(先着順）
【申込方法】電話で下記まで
【締切り】11月27日(金)

ブラジルのクリスマスで食べる料理を作って
みませんか？ブラジルではどのようにクリスマ
スを過ごすのでしょう？そんなお話聞いてみま
せんか？

ビバ！ブラジル！

Salpicão de frango

■問・■申 市民協働課(7X８７１１)

詩吟発表会
11月８日(日)9:00～17:00、ふれあい
ホール、(詩吟発表（独吟、合吟、構成
吟詠）、詩舞発表) 

2009・写真・押し花作品展
11月13日(金)～18日(水)11:00～
17:00、長浜公民館(写真、押し花作品
の展示、セミナー開催)

長浜ギター・マンドリンアン
サンブル第21回定期演奏会
11月14日(土)18:00～20:00、長浜文
化芸術会館、(3部構成による発表会
（1部クラシック、2部ギターアンサン
ブル、3部マンドリンオリジナル）)

染花展
11月14日(土)～11月15日(日)10:00～
17:00、長浜文化芸術会館、(FLOWER・
スタジオ・ノンの生徒の作製した染花の
展示会) 

第８回第４日曜写生会会員作品展
11月16日(月)～12月6日(日)10:00～
18:00、プラザふくらの森、(滋賀、京
都、愛知の会員の出品による水彩、油
絵、日本画等の作品展示)

西黒田文芸句歌の会発表会
11月20日(金)8:30～16:00、西黒田公
民館、(俳句、誌句、情歌の朗読発表会)

ＭＯＡ美術館湖北児童作品展
11月20日 (金 )～ 22日 (日 )9:00～
17:00、びわ文化学習センター、(子ど
も達の絵画の展示、表彰式) 

扇面と色紙の書展
11月20日(金)～23日(月･祝)10:00～
16:00、イエス長浜内 和屋、(湖北地
域の会員による歌と書の発表会)

第51回長浜文学祭
11月21日(土)13:00～16:00、長浜市
民交流センター、投稿料：1,000円、
(公募による文芸作品の表彰、優秀作品
の刊行「長浜文学」、文化講演会の実施) 

みんなでconcerto
こ ん せ

長浜音楽祭2009
11月22日(日)～23日(月･祝)13:30～
16:30、長浜文化芸術会館、入場料：
300円(中学生以下無料)、(湖北で活躍
中の音楽団体(合唱と器楽）による音楽
発表会。湖北オーケストラ、NPO法人
さくら歌劇団の特別出演あり)

史蹟探訪俳句会
11月23日(月･祝)10:00～17:00、徳勝
寺、(会員と俳句同好者が集い旧跡を探
訪し句会を催します)

第34回
長浜市芸術祭協賛写真展
11月24日(火)～30日(月)9 :00～
18:00、長浜ロイヤルホテル、(湖北中
心に活動を続ける作家達の作品展)

長浜花道会　秋の花道展
11月28日(土)～29日(日)10:00～
17:00、長浜市民体育館、(長浜市内で
活動する各流派の皆さんによる秋の花
道展)

第17回悦代会
舞踏と民謡発表会
11月28日(土)12:00～16:30、長浜文
化芸術会館、(日舞、民踊、新舞踊、郷
土のオリジナル曲による舞踊発表会)

おはなしフェスティバル
11月29日(日)13:00～15:00、びわ文
化学習センター、(民話、童謡を大ホー
ルのスクリーン投影など舞台演出を最
大限に活かした朗読会)

フォークソングの集い
11月29日(日)13:30～15:30、長浜公
民館、入場料：800円(フォークソング
の普及を目指し、生伴奏で参加者みん
なで歌います)

浅井音楽祭
12月6日(日)13:30～16:00、浅井文化ホ
ール(各音楽サークルによる成果発表会)

光粋流剣舞歌謡舞
～長浜だから舞夢ロマン～

12月6日(日)13:30～15:30、養蚕の館、
(伝統文化剣舞歌謡舞伝承普及のために
実施)

合唱団「輝らりキッズ」
第20回定期演奏会
12月6日(日)14:00～16:00、長浜文化
芸術会館、入場料：高校生以上500円、
中学生以下200円、(歌う技能を高め、
団員相互の親睦を深め、一年間の活動
成果の発表)

長浜市芸術文化祭のお問合せは、（財）長浜文化スポーツ振興事業団(7VV７４００)へ。

期間：８月29日～12月13日 ※参加費の表記がない行事は入場無料 

－第39回滋賀県芸術文化祭参加事業－

■問観光振興課（7X６５２１）

あなたの自慢の盆梅を募集！
長浜盆梅展「特別出品コーナー」に自慢の盆梅を

展示してみませんか。
【出品資格】自分で管理されている盆梅で会場(慶雲館)

まで持参できるもの
【展示期間】１月20日から３月10日の間で

開花時期にあわせて展示
【募集鉢数】５鉢(多数の場合は審査)
【締切り】11月30日(月)まで
※出品ご希望の人は、下記までご連絡ください。

■問 冨田人形共遊団 団長 阿部秀彦(7_２０８２)

人形浄瑠璃 冨田人形 秋公演
【日　時】12月６日（日）13時30分開演
【演　目】東海道中膝栗毛～赤坂並木より古寺の段～他３題
【会　場】リュートプラザ（びわ文化学習センター）
【入場料】一般(前売り)1,000円、高校生以下無料

冨田人形共遊団 団員募集！
冨田人形共遊団では「人形遣い」と「大夫」を募集してい
ます。毎週火・木曜日の夜８時から冨田人形会館(富田町
758)で練習。詳しくは、下記までお問合せください。

■問リュートプラザ（7_５２５７）


