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オペラなんて難しそう？堅苦しそう？
いいえ、そんなことはありません。ちょっと知ればぐっと身近に楽しめます。そして知れば知るほど
奥の深い世界です。
オペラの成り立ちや秘密・エピソードなどを生の演奏を交えながら楽しく学んでみませんか？

【と　き】平成22年11月13日、12月18日、平成23年1月15日、3月26日（計4回：毎回土曜日）
全日13:00～15:00（公開ワンポイントレッスン15:15～16:15）

【ところ】リュートプラザ・大ホール（難波町）
【参加料】1,500円／回（４回通し券4,500円） 高校生以下500円／回　小学生も楽しめます
【講　師】中村敬一氏（演出家・大阪音楽大学講師）

ビギナーズオペラ　大阪音楽大学カレッジ出張講座 

アンサンブルの夕べ　クラッシックコンサート 

ビギナーズオペラ　大阪音楽大学カレッジ出張講座 

アンサンブルの夕べ　クラッシックコンサート 

ビギナーズオペラ　大阪音楽大学カレッジ出張講座 

■問 長浜音楽協会事務局(財)長浜文化スポーツ振興事業団（7６３－７４００、FAX６３－７４０１））

【と　き】10月16日(土)18:00開演(17:30開場)
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【出　演】ピアノ：武田優美、中西未来　フルート：梅本伸子、井伊亮子　

マリンバ・パーカッション：宮本妥子、中路友恵　　
【演奏曲目】第１部　ショパン名曲集　～ショパン生誕200年にちなんで～

第２部　“湖北戦国物語”～湖北戦国の歴史ロマンを名曲にのせて～
【入場料】自由席1,000円（当日1,300円）ビギナーズオペラ　大阪音楽大学カレッジ出張講座 

アンサンブルの夕べ　クラッシックコンサート 

ビギナーズオペラ　大阪音楽大学カレッジ出張講座 

アンサンブルの夕べ　クラッシックコンサート アンサンブルの夕べ　クラッシックコンサート 

■問 (財)長浜文化スポーツ振興事業団（長浜文化芸術会館内）（7６３－７４００、FAX６３－７４０１）

◆募 集 要 項◆
【開講期間】平成22年10月～平成23年３月　【対　　象】一般男女（一部講座を除く。）
【申込期間】９月５日（日）～　※初日のみ８時30分受付開始
【申込方法】サンパレス設置の申込用紙にご記入のうえ、お申込みください。（受講料納付は

初回です。）
電話、ＦＡＸによる申込、申込予約は受付けません。定員になり次第受付終了となります。

【そ の 他】定員に達しない場合は開講しない場合もあります。受講料は原則としてお返しできません。
■問 長浜サンパレス（7６４－１４４４） 開館時間　[平日/土]9:00～21:30 [日/祝日]9:00～17:00
※詳しくはサンパレス設置のチラシまたはURL http://www.biwa.ne.jp/̃bunspo/をご覧ください。

講 座 名
ピラティス(午前)
季節のスイーツ
親子リトミック (わくわく）
親子リトミック（きらきら）
書道・ペン習字
英語初級（11月開講）
エアロビクス
ピラティス(夜)
書道・ペン習字
着物着付け
太極拳（初級）
イタリア料理　
チェアーエクササイズ
ヨガ４
ウォ－キング

講 座 名
日本料理
無国籍料理
カルチャー講座音読
中国語初級
腹話術（初級）
ヨガ１
みどりせんせいの食育料理
カラーコーディネート
ヨガ２（初心者）
ヨガ３（経験者）
洋画入門
ピラティス(夜)
キッズダンス(継続者）
キッズダンス(初心者）
ヨガ５（中高年向き）

開講日時
月10:00～11:20
月18:30～20:30
火10:00～10:45
火11:00～11:45
火13:30～15:30
火19:00～20:30
火18:30～19:30
火18:40～20:00
水18:30～20:30
水19:00～21:00
水19:30～21:00
水18:30～20:30
木10:00～11:20
木13:30～14:50
木18:30～20:00

開講日時
木18:30～20:30
木18:30～20:30
金10:00～11:30
金13:30～15:00
金17:40～19:10
金19:00～20:20
土10:00～12:00
土10:00～11:30
土10:00～11:20
土11:30～12:50
土18:30～20:30
土19:00～20:20
日10:00～10:50
日11:00～11:50
日13:00～14:20

回数
18回
6回
12回
12回
18回
15回
18回
18回
18回
10回
18回
6回
18回
18回
18回

回数
12回
6回
18回
18回
14回
18回
12回
12回
18回
18回
10回
18回
12回
12回
6回

受 講 料
11,000円
11,000円
8,500円
8,500円
15,000円
15,000円
10,000円
11,000円
15,000円
9,000円
11,000円
11,000円
10,000円
11,000円
10,000円

受 講 料
16,000円
11,000円
13,000円
18,000円
12,000円
11,000円
16,000円
12,000円
11,000円
11,000円
10,000円
11,000円
8,500円
8,500円
4,000円

定 員
20人
18人
15組
15組
25人
18人
25人
20人
25人
20人
18人
18人
20人
20人
15人

定 員
18人
18人
20人
18人
10人
20人
18人
10人
20人
20人
18人
20人
15人
15人
20人

※各料理講座の開講日は重複しません。
※キッズダンスは小学低学年が対象です。

※親子リトミック（わくわく）の対象児は10月1日現在で１歳の乳児、（きらき
ら）は２，３歳の幼児。

H22 
後期 

芸術

■問（財）長浜文化スポーツ振興事業団(7６３－７４００)

第27回そ乃香会
10月3日(日) 11:00～17:00、長浜
文化芸術会館、(そ乃香会員による
日本舞踊の成果発表)

第44回長浜日曜画家展
10月8日(金)～10日(日)10:00～
17:00、長浜文化芸術会館、（洋画、
日本画、デッサン成果発表展示会)

秋のうた 色紙と扇面の展示
10月8日(金)～11日(月・祝)10:00
～16:00、イエス長浜 和屋、(歌の
発表と扇面の書をＰＲ)

北郷里フェスティバル
10月9日(土)～10日(日)9:00～
16:00、北郷里公民館周辺、(各種
サークル作品展示、10日は芸能発
表、模擬店開催など)

愛唱歌の集い
10月10日(日)13:00～15:00、長
浜公民館、入場料：500円、(童
謡・唱歌などの演奏会)

アンサンブルの夕べ
クラッシックコンサート
10月16日(土)18:00～20:00、長浜
文化芸術会館、入場料：1,000円、
(浅井三姉妹のイメージをテーマにし
たクラシックの名曲コンサート)

第80回湖国文芸吟社「鳰」
秋季句歌大会

10月16日(土)～17日(日)8:30～
16:30、長浜市民交流センター、応
募料：2,000円、(短詩文芸の発表)

いけばな池坊展
10月16日(土)～17日(日)10:00～
16:00、長浜文化芸術会館、(会員
によるいけばな作品展)

滋賀岳心会
第34回秋季発表大会
10月17日(日)8:30～17:30、湖北文
化ホール、(独吟や含吟などの発表)

第59回 芸能文化祭
10月17日(日)13:00～16:30、長
浜文化芸術会館、(邦楽演奏、日本
舞踊などの公演会)

長浜公民館文化交流作品展
子ども美術館＆ふれあい交流の広場
10月22日(金)～24日(日)9:00～
17:00(最終日15時まで)、長浜公
民館、(各種絵画、生花などの展示、
アート体験コーナーで世代間交流)

第46回　南郷里文化祭
10月23日(土)～24日(日)9:00～
17:00(最終日15時まで)、南郷里
公民館・南郷里幼稚園、（サークル
や地域の人の作品展示・芸能発表
会など）

長浜南地区　秋季合同句歌会
10月23日(土)9:00～16:00、神田
公民館、応募料：2,000円（30句1
連）、(俳句などの発表大会) 

第28回松月堂古流
秋のいけばな展
10月23日(土)～24(日)9:00～
16:00、長浜文化芸術会館、(現代
花などの作品展)

岳心流びわこ岳心会
創立20周年記念大会
10月24日(日)9:30～16:00、びわ
文化学習センター、(詩歌の吟唱発
表会)

吟詠発表会
10月30日(土)9:00～17:00、長浜
市民交流センター、(独吟、含吟、
構成吟などの発表)

六荘文化祭
10月30日(土)～31日(日)8:30～
17:00、六荘公民館、(サークル作
品発表会・芸能発表会など)

西黒田ふれあい文化祭
10月30日(土)～31日(日)9:00～
16:00、西黒田公民館・西黒田地
区コミュニティセンター、(金太郎
絵画展・表彰式、サークル作品展
示・発表など)

「びわ湖なのョー Ikenobo2010」
10月30日(土)～31日(日)10:00～
17:00、びわ文化学習センター、
(いけばなの展示とデモンストレー
ション)

「六角館だョー Ikenobo2010」
10月30日(土)～31日(日)10:00～
17:00、六角館、(いけばな約100
瓶の展示)

虎姫文化祭
10月30日(土)～31日(日)9:00～
17:00(最終日15時まで)、虎姫公
民館、(各サークルの展示発表、31
日は芸能発表など)

びわ　ふるさと文化祭
10月30日(土)～31日(日)9:00～
17:00、びわ公民館・びわ文化学習
センター、びわ高齢者福祉センター、
(各サークルの作品展示、発表会、
「子どもとおとなのつどい」など)

西浅井文化祭
10月30日(土)～31日(日)8:30～
16:30(初日は13時～17時)、西浅井
公民館・西浅井文化ホール・西浅井
運動広場体育館、(文化作品の展示、
芸能発表、模擬店コーナーなど)

長浜アーティストクラブ展
10月30日(土)～11月3日(水・
祝)10:00～17:00、長浜文化芸術会
館、(会員の平面と立体の作品展示)

第20回琴城流長浜支部
大正琴演奏会
10月31日(日)13:00～16:00、長
浜文化芸術会館、(大正琴を使った
アンサンブル。ポップス、演歌、
邦楽など)

第36回高月文化のつどい
10月31日(日) ～11月3日(水・
祝)8:30～17:15、高月公民館、
(各文化教室、ダンス、古典芸能、
コーラスなどのステージ発表)

ふれあい広場文化祭
10月31日(日) ～11月3日(水・
祝)9 :00～20:00、11月14日
(日)9:00～14:00、湖北文化ホー
ル、湖北公民館、(旧湖北町地域の
保育園児から中学生、各種文化団
体などの作品展示。14日は音楽、
舞踏などのステージ発表)

※参加費の表記がない行事は入場無料

―第40回滋賀県芸術文化祭参加事業― 10月(11月)開催事業 

講座など


