
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八日市文化芸術会館の HPで、いろんな講座やイベント情報がご覧いただけます。 

また、講座レポートや広報「ライフロング」も随時更新！どうぞアクセスしてみてください。 

有酸素運動で代謝をよくし、ストレス解消！ 

ヨガのポーズと瞑想、呼吸法で心とカラダを 

ひとつにしましょう！ 

６月 １日（水）、１５日（水） 

７月 ６日（水）、２０日（水） 

●時 間：AM１０：００～１１：３０ 

●会 場：蒲生コミュニティセンター 

●受講料：１回５００円 

●持ち物：水分補給用の飲物、ヨガマット 

●講 師：山本いづみさん 

 

リズム体操は、精選した動きと音楽が一つに 

なった心地よい楽しい運動です。誰でもムリ

なくココロとカラダにやさしい健康づくりを 

はじめましょう。 

６月 ２日（木）、１６日（木） 

７月 ７日（木）、２１日（木） 

 ●時 間：AM１０：００～１１：３０ 

●会 場：蒲生コミュニティセンター 

●受講料：１回３００円 

●持ち物：水分補給用の飲物、ヨガマット 

●講 師：平出恵美子さん 

 

リトミックは、音楽という素材を使い発達段 

階にある子どもたちの総合教育を促します。

親子で楽しくカラダを動かしませんか？ 

６月 ８日（水） 

７月１３日（水） 
 ●時 間：AM１０：００～１１：００ 

●会 場：蒲生コミュニティセンター 

●受講料：１回３００円（親子一組） 

●持ち物：動きやすい服装でお越しください。 

●講 師：リトミック研究センター滋賀第一支局 

 

参加者は男声だけのヨガ講座。 

キラクに気軽にお越しください！ 

呼吸を整え、リフレッシュ☆彡 

 

●時 間：PM2：００～３：３０ 

●会 場：八日市文化芸術会館 

●受講料：1 回５００円 

●持ち物：水分補給用の飲物、タオル 

●講 師：山本いづみさん 

当日受付・先着４０名程度 

当日受付・先着４０名程度 

当日受付・先着３５組程度 

６月 ９日（木）、２３日（木） 

７月１４日（木）、２８日（木） 
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ＶＯＬ.24 

平成 28 年 5 月 25 日 

〒527-0039 

東近江市青葉町 1-50 

八日市文化芸術会館 

TEL 0748-23-6862 

IP 050-5801-6862 

FAX 0748-23-6863 

 

 

 

夏は浴衣を着て、外出はいかがですか？ 
可愛い帯の結び方やアレンジも学びましょう！ 

●日 時 6/30・7/7（木） 

ＡM10:00～12:00 

●場 所 八日市文化芸術会館 

●定 員 16 名 

●受講料 １,０００円（全 2 回分） 

●講 師 廣瀬絹子さん 

 

●日 時 7/9・7/23（土）AM10:00～11:30 

●場 所 能登川コミュニティセンター 

●受講料 １,０00円（全 2 回分） 

●定 員 ２０名程度   ●講 師 柳澤知伽さん 

＊８/２７（土）「スッキリ交換会」開催予定！！ 

能登川でも開催します。ご都合のあう会場で、

ぜひ、ご参加ください！ 

●日 時 6/18・6/25（土） 

ＡM10:00～12:00 

●場 所 能登川コミュニティセンター 

●定 員 16 名 

●受講料 １,０００円（全 2 回分） 

●講 師 廣瀬絹子さん 

 

＊両会場ともに第 2 回終了後、 

特別企画『ゆかた de ランチ！』 

【希望者】を予定しています。 

 

パステルであざやかにゆるゆる書こう！心温ま

る言葉で楽しい時間をお過ごしください。 

 

●日 時 6/23・7/14・7/28(木) 

 ＰＭ7:30～9:30 

●場 所 湖東コミュニティセンター 

●定 員 15 名程度 

●受講料 ２，５００円（全３回分） 

●諸経費 500 円（当日いただきます） 

●講 師 川嶋和則さん（からだコンサルタント） 

プロの写真家に学ぶ初心者のためのやさしい

デビューコース！ 

●日 時 7/8・7/22・8/5(金) 

 ＰＭ1:30～3:30 

●場 所 湖東コミュニティセンター 

●定 員 15 名程度 

●受講料 ２，０００円（全３回分）   

●講 師 さわらぎよしおさん 

～色の持つ意味や効果を知って暮らしを豊かに！～ 

●6/16（木）スタート！AM10:00～12:00 

●場 所 蒲生コミュニティセンター 

●受講料 4,000 円 

材料費別途いただきます 

●定 員 15 名程度 

●講 師 松尾季洋子さん 

どうしても捨てられない思い出のモノなどを実際に整理する

ポイントを学びましょう。心もきれいにスッキリ！ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅雨のジメジメも薬膳で体調を整えましょう 

●開講日 6 月１９日（日）
AM10:00～PM1:00 

●場 所 湖東コミュニティセンター 

●定 員 1５名程度 

●受講料 500 円 

●材料代 1,000円（当日いただきます） 

 

文書作成を学び案内文や回覧文書も作れます！ 

●日 時 6/7(火)・8(水)・1４(火)・ 

2１(火)・２８(火) 

PM7:30～9:30 

●場 所 湖東コミュニティセンター 

●定 員 15 名程度 

●受講料 ４,０００円（全５回分） 

＊教材費別途いただきます。 

●講 師 西谷繁義さん（パソコン研究所） 

 基礎からしっかり学んで EXCELマスター！ 

●日 時 7/５(火)・６(水)・１２(火)・ 

１９(火)・２６(火) 

PM7:30～9:30 

●場 所 湖東コミュニティセンター 

●定 員 15 名程度 

●受講料 ４,０００円（全５回分） 

＊教材費別途いただきます。 

●講 師 西谷繁義さん（パソコン研究所） 

●日 時 6/1７（金） 

PM２:00～３:30 

 

夏の暑さも薬膳で体調を整えましょう 

●開講日 7 月 3 日（日） 
AM10:00～PM1:00 

●場 所 能登川コミュニティセンター 

●定 員 1５名程度 

●受講料 500 円 

●材料代 1,000円（当日いただきます） 

 

●日 時 ７/８（金） 

PM2:00～3:30 

●場 所 八日市文化芸術会館 

●定 員 1２名程度 

●受講料 １回 500 円 

●材料費 500 円 

（当日いただきます） 

簡単な発声法を覚えて思いきり歌いましょう！ 

 

 

 

●日 時 第２回 7/18(祝・月) 

 ＰＭ2:00～3:30 

●場 所 能登川コミュニティセンター 

●定 員 ６０名程度（電話予約受付中） 

●受講料 ５００円（当日いただきます） 

●講 師 勝見聡子さん（歌の指導） 

        杉澤麻規子さん（ピアノ）  

●問合せ 八日市文化芸術会館 



 

 

 

 

家庭では体験しづらいワクワク体験にチャレンジしよう！ 

✪第１回 日時 7/2(土) ＡM10:00～12:00 

     テーマ「ミラクル極小トンボを見つけるぞ！」 

     場所 蒲生地区稲垂 

✪第 2 回 日時 8/7(日) ＡM9:30～12:00 

     テーマ「農場体験！ケチャップを作ってみよう！」 

     場所 八日市南高校実習室 

✪第 3 回～第５回 お・た・の・し・み（計画中です。決まり次第お知らせします） 

●対 象 小学生（保護者のご参加もＯＫです） 

●定 員 ２０名（先着順）       ●受講料 2,０００円（全５回分） 

●申込み 八日市文化芸術会館 

歌ったりリズムで遊んだりして、脳の

トレーニングをしましょう！ 

参加するだけで元気な笑顔になれま

す。楽しい 1 日を過ごしましょう♪ 

●日 時 6/3・7/1・8/26・9/16（金） 

 AM10:00～11:30 

●場 所 八日市文化芸術会館 

●定 員 ２０名程度（電話予約可、文芸まで） 

●受講料 １回 500 円（当日いただきます） 

新企画いよいよ

スタート！ 

青空のしたでゆったりヨガを楽しみま

しょう！ 

●日 時 6/10（金） 

AM10:00～11:30 

●場 所 ひばり公園 

（雨天時はみすまの館大研修室） 

●定 員 ２０名程度 

●受講料 500 円（当日いただきます） 

●予 約 電話予約できます。 

電話は、八日市文化芸術

会館まで。 

手ごねで作るパンづくり。 

地元の野菜を乗せて焼きます！ 

出来立てアツアツを食べてね☆ 

 ７月２９日（金） 

８月２６日（金） 

●時 間：PM１：００～３：３０ 

●会 場：蒲生コミュニティセンター 

●受講料：2 回１,０００円 

●材料費：2 回１,０００円 

●持ち物：スケッパー他 

●講 師：新井久美子さん 

 

受付 ７/５（火） 

10 時～ 

先着２０名 

◇八日市文化芸術会館     ☎0748-23-6862  ＩＰ050-5801-6862 （東近江市青葉町 1-50） 

◇湖東コミュニティセンター     ☎0749-45-0950  ＩＰ050-5801-0950 （東近江市池庄町 495） 

◇蒲生コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー  ☎0748-55-0207  ＩＰ050-5801-0207 （東近江市市子川原町 461-1） 


