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8月の8月の休館日休館日8月の休館日 ○20日㈪…第3月曜日駒形富士山 317－1　　 568―1505　　 568―1506
ホームページ　http://www.koshinkan.jp/

開館時間　午前 10 時～午後 8時

★ ★ 耕心館サロン 耕心館サロン ★ ～何処か懐かしく、落ち着いた雰囲気の中で一流の音楽を～

入場料 各2,000円　定　員 70名　※定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。また、未就学児のご入場は、ご遠慮ください。
申込み 午前10時から耕心館へ　※電話・FAXでも受け付けます。ご予約後７日以内に代金をご持参ください。

耕心館企画展 重陽の節句記念耕心館企画展 重陽の節句記念
瑞穂のパッチワーク ～美味しく実った！収穫祭～

期　間 9月5日㈬～12日㈬ 時　間 午前10時～午後5時
場　所 展示ギャラリー 制作協力 ＪＡにしたま瑞穂女性部

◆ お楽しみは8時まで 　◆ 休館日（第 3月曜日）を除き、午後 8時まで開館しています。
　喫茶ストーリアも、午後 8時（ラストオーダー午後 7時 30 分）まで営業しています。
　お友達やご家族で、ゆっくりとご夕食をお楽しみいただけます。　皆さまのお越しをお待ちしています。
※8月5日㈰・19日㈰の午後 3時から6時 30 分まで、喫茶ストーリアはサマーコンサートのため貸切となります。ご了承ください。
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日　時 8月18日㈯ 午後6時30分開演
共演者 仲地 朋子（ピアノ）
曲　目 クラリネット ソナタ 第2番（ブラームス）、リゴレットによるオペ

ラファンタジー（バッシ）、クレール（ドナトーニ）　ほか

日　時 9月15日㈯ 午後6時30分開演
出演者 大友 太郎（フルート）、佐藤 いずみ（ハープ）
曲　目 カジルダ幻想曲（ドップラー）、フルートとハープのため

のソナタ（ダマーズ）　ほか

《今後のサロンコンサート予定》《今月のサロンコンサート》

★ ★ 耕心館ノクターン 耕心館ノクターン ★

チケット
発売中！

チケット
発売中！

日　時　8月25日㈯ 午後6時30分開演
出演者 櫛田 哲太郎（バイオリン）、福田 重男（ピアノ）
曲　目 サマー・タイム、
 チュニジアの夜、
 シェルブールの雨
 傘　ほか

日　時　9月1日㈯ 午後6時30分開演
出演者　佐藤 美由紀（ピアノ）、川波 幸恵（バンドネオン）、ス

ズキ イチロウ（ギター）
曲　目　亜麻の花（エスタンポー

ニ）、バンドネオンの嘆き
（フィリベルト）　ほか

真夏のジャズ・コンサート
～大御所ピアニスト福田 重男と

若手を代表するバイオリニスト櫛田 哲太郎の共演～

心に沁みる、夏の名残のタンゴナイト
みゆきタンゴ コンサート

第9回
押し花アート（花）作品展
期　間 8月23日㈭～26日㈰
時　間 午前10時～午後7時
 （初日は午後1時から　
　　　　最終日は午後5時まで）
場　所 展示ギャラリー
問合せ 大野   934－4716

瑞穂水墨会作品展
期　間 8月27日㈪～9月3日㈪
時　間 午前10時～午後5時
 （初日は午後１時から　
　　　　最終日は午後４時まで）
※9月1日㈯は午後8時まで
場　所 展示ギャラリー
問合せ 森田   557－0586

貸室事業耕心館講座シリーズ耕心館講座シリーズ
初心者のためのつるし飾り講座 －ヘビ－

カチカチからだをほぐしましょう♪
－リラックスヨガとジャイロキネシス－

日　時 9月26日㈬ 午前10時30分～午後4時30分
場　所 耕心館　展示ギャラリー　
定　員 15名（先着順）
持ち物 針、はさみ、鉛筆、ものさし、ピンセット(お持ちなら)
講　師 耕心館ボランティア
費　用 3，000円（昼食付き）
申込み 8月3日㈮ 午前10時から（お電話・ご来館）
 ※電話と来館者同時の場合は、来館者優先
 ※お申込者１名様につき、ご予約は２名様まで

日　時 9月22日（祝）　　▶ジャイロキネシス…午後1時から
　　　　 　　　　　　　  ▶リラックスヨガ…午後3時から
場　所 多目的大広間  講　師　山根 佳奈
定　員 各15名   費　用　各2，000円（ハーブティ付）
持ち物 動きやすい服装（ジャージ、Ｔシャツ等）、汗ふき用のタ

オル、水分、バスタオル
申込み 8月2日㈭ 午前10時から（お電話・ご来館）。

無料

無料

無料

　スカイホールでも販売しています

R

R

種　目 日　程 主　管場　所

　皆さんのご参加、また出場選手の応援をお願いします。

瑞穂町総合体育大会

開会式 日　時　９月1日㈯ 午後７時　　
場　所　スカイホール小ホール

各競技日程等

 第39回

軟式野球競技 町営グランド

ビーチボール競技

武道館剣道競技

山梨県鹿留射撃場クレー射撃競技

中央体育館

空手道競技 武道館

ソフトボール競技

サッカー競技

長野県菅平高原スキー場

インディアカ競技 中央体育館

硬式庭球競技 町営第２庭球場

陸上競技

バレーボール競技 中央体育館

少年野球競技

ゲートボール競技

卓球競技

町営グランド

バドミントン競技

中央体育館

ソフトテニス競技

武道館柔道競技

町営グランド庭球場
町営第2庭球場

スキー競技

中央体育館

第四小学校

ゴルフ競技

ビューパーク競技場

立川国際カントリー
倶楽部

問合せ　体育協会　　557―7098

8月26日㈰～12月16日㈰　

9月2日㈰ 午後1時30分

9月2日㈰ 午前8時30分

9月2日㈰ 正午

10月28日㈰ 午前9時

9月9日㈰ 午前9時30分

9月9日㈰ 午前8時30分

9月16日㈰ 午前9時30分

10月8日㈷ 午前9時30分

10月21日㈰ 午前9時30分

10月21日㈰ 午前9時

小学生の部　10月8日㈷

平成25年3月2日㈯

11月7日㈬

水泳競技 町営プール8月5日㈰ 午前8時30分 体育協会

軟式野球連盟

ビーチボール連盟

剣道連盟

射撃クラブ

空手道連盟

スキー連盟

インディアカ連盟

シクラメンスポーツ公園等9月9日㈰ ・30日㈰、10月14日㈰ 午前8時 ソフトボール連盟

硬式テニスクラブ

ビューパーク競技場9月16日㈰ 午前9時 陸上競技クラブ

バレーボール連盟

ゲートボール連盟

卓球連盟

バドミントン連盟

ソフトテニスクラブ

10月4日㈭ 午前8時30分

一般・主婦・ジュニア　10月21日㈰

中学生　12月23日㈷

9月23日㈰・30日㈰、10月8日㈷・14日㈰

柔道連盟

サッカー連盟

ゴルフ協会

少年サッカー場 少年野球連盟

中央体育館

一般の部　12月9日㈰・16日㈰
　　　　　平成25年1月27日㈰、2月3日㈰
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