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■問（財）長浜文化スポーツ振興事業団(7６３－７４００)

ながはま寄席
10月１日(土)14時～15時40分、
木之本スティックホール、入場
料：1,500円(林家染丸、桂文三、
笑福亭喬介など)

扇面の書と秋の色紙展
10月１日(土)～16日(日)10時～15
時、イエス長浜駅前館、（めずらし
い扇面の書とうたの発表）

うたごえ会
10月２日(日)13時～15時、長浜公
民館、参加料：500円（人生を振
り返ったとき、思い出多く懐かし
く感じる、童謡、唱歌、フォーク
ソング、世界の名曲等をピアノ、
ヴァイオリンの生演奏でみんなで
歌います）

アンサンブルの愉しみ
10月２日(日)14時～16時、長浜文
化芸術会館、入場料1,000円、（第
１部　フレッシュコンサート、第
２部　～湖を渡る風に誘われて～
オペラカルメンより前奏曲他）

第22回長浜アーティストクラブ展
10月５日(水)～10日(月)10時～17
時（最終日は16:00まで）、長浜文
化芸術会館、（会員の平面と立体の
近作約20点を展示発表します）

北郷里フェスティバル
10月８日(土)９時～16時、10月９
日(日)10時～15時、北郷里公民館、
（書道、手編み、水墨画などの作品
展示、民踊、居合道などのステー
ジ発表、模擬店）

第82回湖国文芸吟社「鳰」
秋季句歌大会
10月11日(火)８時30分～16時30分
10月12日(水)８時30分～17時、
びわ高齢者福祉センター、（短歌、
俳句、冠句、情歌の各部門ごとに
作品を募集し、選者による句集の
作成と、披講）

吟唱大会岳心流近江岳心会
創立35周年記念大会
10月16日(日)９時～17時、北びわ
こホテルグラツィエ、（全国吟友の
招待、吟詠発表、県連吟友の招待、

詩舞吟詠、華道吟詠、合吟）

第60回記念芸能文化祭
10月16日(日)13時～16時30分、
長浜文化芸術会館、（邦楽演奏、日
本舞踊、吟詠等の発表を行います。
第60回を記念し、小松市文化協会
による津軽三味線の出演を予定）

ながはまシニアアンサンブル
「銀の櫂」第５回定期演奏会
10月16日(日)13時30分～15時30
分、びわ文化学習センター、（１
部：イン・ザ・ムードなど、２
部：江、さんぽなど、３部：サラ
イ、ハナミズキなど）

第47回　南郷里文化祭
10月22日(土)９時～17時、10月23
日（日）９時～15時、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）

びわ　ふるさと文化祭
10月22日(土)９時～17時、10月
23日９時～15時30分、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)

第29回松月堂古流
秋のいけばな展
10月22日(土)、23(日)９時～16時、
長浜文化芸術会館、(生花、現代花、
流麗花などの作品展)

西黒田ふれあい文化祭
10月22日(土)９時～17時、10月
23日(日)９時～16時、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 Ikenobo2011」
10月22日(土)10時～17時、10月
23日(日)10時～16時、びわ文化学
習センター、(いけばなの展示など
多彩な華道の発表会)

長浜南地区秋季合同句歌大会
10月23日(日)９時～16時、六荘公
民館、入場料：無料、応募料：
2,000円（長浜南地区学区の文芸愛

好者を対象に俳句、冠句、情歌を募
集し、選者により選句して発表しま
す。30句一連として募集します）

愛唱歌の集い
10月23日(日)13時～15時、長浜
公民館、参加料：500円（童謡、
唱歌、日本や外国の名曲をピアノ
とギターの生伴奏で歌います）

琴城流長浜支部
第21回大正琴演奏会
10月23日(日)13時～16時30分、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)

長浜公民館文化交流作品展
子ども美術展＆ふれあい交流の広場
10月28日(金)～30日(日)９時～17
時、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14回ほくほく寄席
10月29日(土)19時～、テオリア
（大通寺東門前）、入場料：1,500
円、（笑福亭福笑・伯枝ほかによる
上方落語）

六荘文化祭
10月29日(土)～30日(日)８時30分
～17時、六荘公民館、(サークル作
品発表会・芸能発表会など)

長浜花道会発会60周年記念花道展
10月29日(土)10時～17時、10月
30日(日)10時～16時、長浜文化芸
術会館、（季節の花を活かした60周
年記念花道展です）

「六角館だョー Ikenobo2011」
10月29日(土)10時～17時、10月
30日(日)10時～16時、六荘公民館、
(いけばな約100瓶の展示)

ふれあい広場文化祭
10月29日(土) ～11月１日(火)8時
30分～20時、11月20日(日)９時
30分～14時、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。コーラス、舞踏、詩
吟、大正琴など日ごろの活動成果
の発表)

※参加費の表記がない行事は入場無料

―第41回滋賀県芸術文化祭参加事業― ―第41回滋賀県芸術文化祭参加事業― 10月開催事業 

浅井B＆G海洋セ
ンター

教　室 期　間 曜日・時間 対象 受講料 定員 場　　所 内　　容

硬 式 テ ニ ス
（ナイター）

ゴ ル フ

初 心 者 ヨ ガ

太 極 拳

初 心 者
エアロビクス

チェアビクス

10月11日～

11月８日

10月18日～

11月15日

10月13日～

12月８日

10月12日～

11月11日

10月12日～

11月30日

10月12日～

12月14日

火・木　

19時30分～21時

火・木　

19時30分～21時

木

19時30分～20時30分

水・金

13時～14時

水

19時30分～20時30分

水

13時～14時

7,000円

８回

15,000円

８回

5,000円

８回

6,000円

10回

5,000円

８回

6,000円

10回

20人

20人

30人

20人

20人

20人

浅井文化スポーツ公園

（大依町）

あざい365ゴルフクラブ

（内保町）

浅井農村環境改善センター

（大依町）

浅井B&G海洋センター

（大依町）

浅井B&G海洋センター

（大依町）

浅井農村環境改善センター

（大依町）

初級者から中級者までレ

ベルに応じて指導します。

クラブの握り方など基本

から学べます。

心身のリフレッシュに！

初心者大歓迎です。

肩こりや腰痛予防、集中

力アップに最適です。

有酸素運動で運動不足の

解消に効果的です。

イスに座ってのリズム運

動、高齢の人に最適です。

一般

【申込方法】９月17日(土)から長浜市浅井B&G海洋センターにて申込受付を開始します。
受講料を添えて申込みください。（電話での予約も可能です。）定員になり次第受付を終了します。

【その他】定員に満たないときは、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・■申 長浜市浅井B&G海洋センター
（7７４－３３５５）

バイオ大学留学生による

「中国の日常会話教室」
【講　師】馮　麗利（ひょう　れいり）
【期　間】10月１日～Ｈ24年３月10日
【日　時】土曜日

中級 10時30分～12時　初級 13時～14時30分
（各コース全16回）

【対　象】一般
【定　員】各10人（先着順）
【受講料】各13,000円（別途テキスト代必要）
【内　容】楽しく、わかりやすい日常会話のレッスンです。

「ボディーケアヨガ教室」
【講　師】北　京子　（きた　きょうこ）
【期　間】10月３日～Ｈ24年３月12日
【日　時】月曜日

①13時30分～14時45分　②15時～16時15分
（各コース全16回）

【対　象】一般
【定　員】各20人（先着順）
【受講料】各12,000円
【内　容】初心者向けのボディーケアヨガです。体をほぐし

ながら補整していきます。足つぼマッサージも指
導します。

「キッズ英会話教室」
【講　師】村山　ジェラルディン
【期　間】10月８日～Ｈ24年３月17日
【日　時】土曜日　①13時～13時50分

②14時～14時50分
③15時～16時
（各コース全16回）

【対　象】①②５～６歳児（年中・年長）
③７、８歳児（小学１，２年）

【定　員】各10人（先着順）
【受講料】各12,000円（別途テキスト代必要）
【内　容】ゲームを楽しみ、体を動かしながら

英語を耳と体で吸収していきます。

【申込方法】９月15日（木）から国際文化交流ハ
ウスGEOで所定の申込用紙にて受付開始します。
電話予約も可能です。定員になり次第締切ります。
定員に満たない場合開講しないことがあります。
受講料は原則としてお返しできません。
■問・■申国際文化交流ハウス
（神照町519番地　Tel / Fax ６３－４４００）
※火曜日、祝日の翌日休館日　受付時間　10時～18時


