情報版

2022 年 4 月号

NO.203

4/16（土）
13:30～15:30
電話申込要

4/24（日）14:00～
永源寺図書館
27-8050

主催：ちりとてちん

参加無料

～夢ふくらむ季節。ご家族で春を満喫しましよう～
◆よし笛 はなちゃんず with 谷川美里
◆音楽ユニット わ音
場所：永源寺コミュニティセンター玄関ポーチ特設ステージ
主催：永源寺コミュニティセンター
☎0748-27-1060 FAX 0748-27-1974

犬の登録・狂犬病予防注射

木地師のふるさと交流館のご案内
所在地／東近江市君ヶ畑町 768 番地
木地師にまつわる資料の展示のほか、木工体験や地
元の方と交流できる「木地師のふるさと交流館」が君
ヶ畑町にオープンしました。
木地師の作品や書物の説明のほか、ガイドツアーや
木工体験もできます。
ガイドツアーなどは、木地師のふるさと髙松会へ事
前に相談ください。
【開 館 日】毎週土・日曜日
【開館時間】10:00～15:00
【入館料金】500 円

■4 月 21 日(木)
◆箕川バス停前 9:20～9:30
◆鈴鹿の里コミセン 9:50～10:00
◆相谷集会所 10:20～10:30
◆永源寺支所前駐車場 10:45～11:10
◆ふるさと会館 11:20～11:30
新規登録手数料 3,000 円
注射手数料等
3,500 円
【第 2 次】
■5 月 12 日（木）
◆鈴鹿の里コミセン 9:10～9:20
◆永源寺支所前駐車場 9:40～9:50
市環境政策課 24-5633

■「鈴鹿 10 座御池岳」登山ツアー
【日
時】5 月 8 日（日）
【集
合】天狗堂登山観光駐車場（君ヶ畑町入口）
【参 加 費】5,000 円
【募集人員】15 名
【申込締切】先着順（最終受付 4 月 29 日）
【申 込 先】木地師のふるさと髙松会 事務局:瀬戸
TEL 090-9991-0130
FAX 0748-29-0128
編集･発行:永源寺地区まちづくり協議会 東近江市山上町 1316 番地(永源寺コミュニティセンター内)
IP050-5802-9336 http://members.e-omi.ne.jp/e-net6500/ Ｅ-mail：e-net6500@e-omi.ne.jp

■ サークルカレンダー
日

曜

内

容

時
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場

所

永源寺コミュニティセンター発行 令和４年４月号 №１９４
TEL 27-1060 FAX 27-1974 ＩＰ電話 0505-801-1060

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）http://members.e-omi.ne.jp/e-komisen
■令和４年度

手編みサークル
4(月)
ヨガ教室

10:00～15:00 コミセン
19:45～20:45 ふる文

永源寺もみじ幼児園新入園児

２４名（0～5 歳児）

山 上 小 学 校 新 入 生

１８名

永源寺ニットクラブ
手芸クラブ
5(火)
永源寺コール・メイプル
ヨガクラブ

9:30～15:30
9:30～15:30
20:00～21:00
20:00～22:00

市 原 小 学 校 新 入 生

１０名

永 源 寺 中 学 校 新 入 生

４６名

6(水) 書道教室

18:30～21:30 コミセン

7(木)

三味線教室ちりとてちん
墨想の会

コミセン
コミセン
コミセン
コミセン

12:30～15:30 コミセン

9(土) 近江和太鼓団巴

19:00～22:00 コミセン

10(日) 三味線教室ちりとてちん

14:00～17:00 コミセン

11(月) ヨガ教室

19:45～20:45 ふる文

大正琴もみじの会
永源寺コール・メイプル

13:30～16:30 コミセン

14(木) 墨想の会

19:00～20:00 コミセン

16(土) 近江和太鼓団巴

19:00～22:00 コミセン

18(月) 手編みサークル

10:00～15:00 コミセン

19(火)

永源寺ニットクラブ
手芸クラブ

20(水)

書道教室
詩吟グループ

18:30～21:30 コミセンコ
13:30～16:30 ミセン

21(木)

三味線教室ちりとてちん
墨想の会

19:00～20:00 コミセン
19:00～20:00 コミセン

26(火)

永源寺コール・メイプル
大正琴もみじの会

永源寺ミニバスケットボールクラブ
（3/15～4/1３）
永源寺リトルスターズ

10:00～12:00 コミセン
20:00～21:00 コミセン

13(水) 詩吟グループ

25(月) ヨガ教室

■永源寺コミュニティセンター「森のアトリエ」写真展

19:00～20:00 コミセン
19:00～20:00 コミセン

8(金) 石粉粘土教室

12(火)

3/15 現在

9:30～15:30 コミセン
9:30～15:30 コミセン

■

野菜料理講座 ⑩２/１７

２
月
の
旬
野
菜
≪

白菜 ≫

19:45～20:45 ふる文
20:00～22:00 コミセン
10:00～12:00 コミセン

27(水) 詩吟グループ

13:30～16:30 コミセン

28(木) 墨想の会

19:00～20:00 コミセン

30(土) 近江和太鼓団巴

19:00～22:00 コミセン

掲載は３月７日迄の申込サークルです
※ふる文（ふるさと文化体験学習館）※コミセン（永源寺コミュニティセンター）

・ひき肉と白菜のオイスターうま煮
・白菜のベーコンサラダ
・白菜のえびクリーム ・白菜の昆布漬け
・白菜の軸のきんぴら ・いちごが見える大福

