※新型コロナウイルス感染拡大防止のため
事業を中止することがあります。
6月1日号

◆ 市民ホールの主な催し物
現在守山市民ホールで開催予定のイベント等は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
今後急遽中止等になる場合がございます。開催の有無に関する情報等は随時ホームページ、
SNS等にて発信してまいります。お出かけ前に今一度のご確認をお願いいたします。
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第三十二回 ほたる寄席

（月・祝）
2021年

2

小ホール

午後2時開演

/27

桂

文三

第三十三回 ほたる寄席
三遊亭 兼好

（土）

8 /8

三遊亭 わん丈･三遊亭 しゅりけん
お囃子：なにわの会

第19回 ルシオール音楽塾
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小ホール 第20回 ルシオール音楽塾
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第21回 ルシオール音楽塾

（日） 午後2時開演

ロッシーニ 歌劇
『セビリアの理髪師』

（土）

8 /30

（日）

大ホール

（日） 午後2時開講

10 /25

エイベックス株式会社顧問 /

フリーアナウンサー/

大ホール

（土） 午後5時開演

10 /17

岸

博幸

※第１講 堀 ちえみ
第２講 島田 秀平
は中止となりました

第5講

古舘 伊知郎

全席指定 税込）

小椋 佳「歌談の会」 6,000円

大ホール

（土） 午後4時30分怪宴

入場制限

発売中

もりやま市民カレッジ2020 第3講
全席指定 税込）
朗読劇 / この子たちの夏～1945･ヒロシマ ナガサキ～
出演：有森 也実、かとう かず子 ほか 3講座セット
7,200円
もりやま市民カレッジ2020 第4講 6月７日
（日）
発売
慶應義塾大学大学院教授
単独 各3,000円
もりやま市民カレッジ2020

（日）
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全席自由 税込）
単独 1,000円
単独 25歳以下800円
3講座セット
2,500円

ベートーヴェンの弦楽四重奏曲

MYSTERY NIGHT TOUR 2020

稲川 淳二の怪談ナイト

全席指定 税込）
前売5,600円

6/25発売

守山市文化体育振興事業団

市民ホール
☎583-2532 5583-3189
http://moriyamabuntai.com/wp

6/4発売

キッズ スポーツタイム
（市民体育館自由開放）
日 時 6月20日（土）午後2時30分～4時30分
会 場 市民体育館 大アリーナ
家族ふれあいスポーツサンデー
（市民体育館無料開放）
日 時 6月21日（日）午前9時～午後4時
会 場 市民体育館 大アリーナ
※上記、3つの開放事業は、
・中学生以下は保護者同伴でご利用ください
・上靴を必ずご持参ください
・用具類の無料貸し出しあります

エンジョイ！グラウンド･ゴルフ
（ビッグレイク自由開放）

日 時 6月8日
（月）午前9時～午後3時
会 場 ビッグレイク
参加料 100円

大庄屋諏訪家屋敷
☎516-8160 5516-8316

http://moriyamabuntai.com/suwake/

市民運動公園（市民体育館） ビッグレイク（野洲川歴史公園サッカー場）
☎583-5354 5583-5853 ☎584-3366 5585-5190
http://www.moriyama-s-p.com

◆ 市民運動公園 開放事業
エンジョイ！スポーツタイム
（市民体育館夜間開放）
日 時 6月10・24日
（水）午後6時～9時
会 場 市民体育館 大アリーナ

◆ ビッグレイク 開放事業

未就学児童入場不可

公益財団法人

ふれあいフィットネス教室
内 容 ニュースポーツ/卓球/健康体操/
フラダンス/ヨガ/グラウンド・ゴルフ/
バウンドテニス
（月1回 、全7回）
期 間 6～12月
※単独申込可能
対 象 市内在住在勤で18歳以上の人
※申込方法など詳しくはホームページをご覧
いただくかお問い合わせください

ショパン ピアノ名曲集

（土）
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全席指定（税込）
単独 各1,700円
発売中
2公演セット
2,200円
※第三十一回は
中止となりました

旭堂 南龍「講談」･ 露の 紫
お囃子：なにわの会

◆ 市民運動公園 スクール事業
幼児スポーツクラブ
（Ⅰ期）
「追加募集」
7月6日
（月）
日 程 6月1・8・15・22・29日、
時 間 Aコース 午後3時15分～4時5分
Bコース 午後4時15分～5時5分
（両コースとも内容は同じです）
対 象 市内在住で平成26・27年度生まれ
の幼児
募集数 各コース 若干人

http://www.biglake.jp

ふれあいグラウンド･ゴルフ
（ビッグレイク無料開放）

日 時 6月12日
（金）午前9時～正午
会 場 ビッグレイク

※上記の開放事業について詳しくは、ホームペ
ー ジをご覧いただくかお問い合わせください

スポーツ協会 か ら の お 知 ら せ
弓道教室参加者募集（弓道用具は無料で貸し出し）
時 ８月８日～29日、
９月19日～10月17日、
10月31日の毎週土曜日および９月14日
（月）
の午後１時30分～３時15分
（全10回）

所 市民体育館弓道場

対 市内在住、在勤、在学で中学生以上の人

定 10人
（応募者多数の場合は抽選）

￥ 7,000円
（教本代1,260円別途要。７月22日
（水）
～29日
（水）
に下記へ持参）
申 6月27日
（土）
～7月19日
（日）
に申込用紙を下記へ

他 ６月27日
（土）
、７月12日
（日）
のいずれも午後２時～３時30分に見学会を実施
問
MSK

守山市スポーツ協会事務局
（市民体育館内） ☎・5
（583）
3113
火曜日と祝日の翌日を除く 午前9時～午後5時

jimukyoku@sports-moriyama.net
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