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湖東図書館
☎0749-45-2300
0505-801-2300

永源寺図書館
☎0748-27-8050
0505-801-8050

蒲生図書館
☎0748-55-5701
0505-802-8342

八日市図書館
☎0748-24-1515
0505-801-1515
五個荘図書館
☎0748-48-2030
0505-801-2030
能登川図書館
☎0748-42-7007
0505-801-7007

愛東図書館
☎0749-46-2266
0505-801-2266

２月の
図書館

＊各図書館を記号で
　表示しています。

■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員
＝費用　 ＝申し込み　 ＝問い合わせ　 ＝IP電話

※施設の休館日および開催時間などは各施設により
　異なります。詳しくはお問い合わせください。

診療時間はすべて９：30～17：00です。
滋賀県歯科医師会湖東支部　☎0748-48-7370

５日㈰ 11日㈷ 12日㈰ 19日㈰ 26日㈰
井田歯科医院 武佐診療所
（近江八幡市）
☎0748-37-7861

村上歯科診療所
（八日市東浜町）
☎0748-23-0355

西村歯科診療所
（愛知郡愛荘町）
☎0749-42-2249

サンロード黒岩歯科
（近江八幡市）
☎0748-31-2711

医療法人 宿院歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-46-5682

せら知おの療診科歯日休の月２

区分 日時・場所

おひざでだっこの
おはなしかい　　
＊絵本の読み語り、
　手遊びなど

赤ちゃんと
保護者向け

１日㈬・25日㈯ 11:00～11:30　 　 ２日㈭・３月１日㈭ 10:30～11:00
２日㈭・３月１日㈭ 10:30～11:00　 15日㈬ 10:30～11:00
４日㈯・３月３日㈯ 10:30～11:00　 １日㈬ 11:00～11:20
10日㈮ 10:30～10:50

おはなし会
絵本の読
み語りなど

毎週土曜日14:30～15:00　　　　　　　　 毎週土曜日15:00～15:30　
４日㈯・18日㈯・25日㈯ 14:30～15:00　 毎週土曜日11:00～11:30
25日㈯ 10:30～11:00　　　　　　　　　　 25日㈯ 15:30～16:00
４日㈯・18日㈯・25日㈯ 11:00～11:30

かみしばい 11日㈷ 14:30～15:00　 18日㈯ 15:30～16:00

えいが会

こども向け
５日㈰ 14:00から「こねこのトムとあひるのジマイマのおはなし」（30分）
４日㈯ 15:00から「タンタン チベットをゆく」（43分）

おとな向け
４日㈯ 13:30から「伊豆の踊り子」（87分）
４日㈯ 14:00から「父ありき」（94分）
18日㈯ 14:00から「キューポラのある街」（100分）

企画展示など

展示

「アフリカを読む、知る、楽しむ子どもの本」展　19日㈰まで
　ちくちくちく展「〈百枚の雑巾〉展」　25日㈯～３月11日㈰
井岡裕一木工展　18日㈯～３月11日㈰　永源寺に工房を構える井岡さんの木工作品展
須田郡司写真展「聖なる石に出会う旅」　２月12日㈰まで

　　巨石カメラマンが出会った世界の石の写真展

そのほか

ちくちくちく展ワークショップ　26㈰ 13:30から　 15人（申し込みが必要）　 500円
永崎みさとさんの手づくり劇場　３月４日㈰ 11:00から　 子どもから大人まで

　パネルシアター講習会　３月４日㈰ 14:00から　 大人　 20人（申し込みが必要）
須田郡司講演会「石の聖地～世界の石のお話～」５日㈰ 14:00から

　　巨石カメラマン須田郡司さんによる講演会　 40人（申し込みが必要）

『あさになったので、
まどをあけますよ』

　　荒井良二 著 （偕成社）
　住む場所が違えば、目に映るものも異な
り、感じることもさまざまですが、そこに
住む人たちの「ここがすき」という思いは
変わりません。新しい一日の始まりを、一
緒に一歩踏み出してくれるような絵本です。

今月の一冊

夕食用 おかず・お弁当  只今申込み承り中！
栄養バランスやカロリーを考えた健康的で豊富なメニューをお届けします。

価格表  ５日間分（月～金）のお値段    １日一人当りのお値段

一人用　   税込2,625円　　     税込525円

お弁当コース
価格表  ５日間分（月～金）のお値段    １日一人当りのお値段

一人用　   税込2,940円　　     税込588円

おかずコース

※ご利用には組合員登録（出資金一口1,000円以上の納入）
　が必要です。
※一週間単位（月～金）での注文のみとなります。
※配達地域については順次拡大予定です。
（対応時期はフリーダイヤルまでお問い合わせください）

生活協同組合
コープしがコープの夕食宅配
夕食用 おかず・お弁当  只今申込み承り中！

栄養バランスやカロリーを考えた健康的で豊富なメニューをお届けします。

お申込みはフリーダイヤルで

0120-709-502
受付時間（月～金）8:30～20:00　（土）8:30～11:00

コ ー ル
センター

広報ひがしおうみ・ホームページ広告募集
　市では、毎月１日に発行している広報紙および市ホーム
ページへの有料広告を募集しています。 
★広報紙への広告掲載料（１枠１号）　30,000円
　※規格：１枠　縦 4.6cm×横 8.6cm（この枠のサイズ）
★ホームページバナー広告料（１口）　20,000円

詳しくは、市ホームページをご覧ください。
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

広報秘書課　☎ 0748-24-5611　 0505-801-5611
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人口：117,261人（－102）／男：58,069人（－27）／女：59,192人（－75）／世帯数：41,551世帯（－39）＊（  ）内は前月比人口（平成24年１月１日）

①商家に伝わるひな人形めぐり
　五個荘地区の商家に伝わる伝統
のひな人形や、地元で制作されて
いる創作ひな人形約100組を展示。
２月１日㈬～３月20日㈷

　９:30～16:30
　休館日：２月６日㈪、13日㈪
五個荘近江商人屋敷（４館）、

　近江商人博物館、観
か ん

峰
ぽ う

館
か ん

、金堂
　まちなみ保存交流館、八年庵
②にんげん雛まつり
　お内裏様やお雛様、三人官女、五
人囃子に扮し、白酒や雛あられで
お迎えします。
２月18日㈯・19日㈰

　10:00～11:30、13:30～15:00
五個荘近江商人屋敷外村繁邸

◎上記①②の催し
５館共通券900円（小中学生410円)、

　３館共通券600円（同300円)など

③金
き ん ら ん

襴を使った折り雛教室
２月26日㈰13:30～16:00
ぷらざ三方よし（五個荘塚本町）
親子20組・一般20人（先着順・

　申し込み必要）　 1,000 円
◎①②③の催し
市観光協会  ☎ 0748-48-2100

  　　　　　　 0505-801-6678
④貝合わせ遊びとお茶会
　平安時代、ひなまつりの時期に遊
ばれていたみやびな遊び「貝合わせ」
を体験し、子ども茶道「OH!茶チャチ
ャ」によるお点前をいただきます。
３月３日㈯10:00～12:00
てんびんの里文化学習センター
30人（先着順）　 200円
２月29日㈬まで
近江商人博物館  

　☎ 0748-48-7101
　 0505-802-3134

⑤ひな人形の凧展　
　男雛、女雛、三人官女、五人囃子
などが描かれた和紙に、竹の骨組が
取り付けられた「ひな人形の凧」を
展示します。
３月１日㈭～３月26日㈪

　9:00～17:00（最終入館16:30）
　休館日：毎週水曜日、祝日の翌日
300円（小中学生150円）
八日市大凧会館　

　☎ 0748-23-0081
　 0505-801-1140

ひ りつまな トンベイ
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欄 　　　　　   0120-834-414 （受付9:30～17:30  土･日･祝日を除く）
日本公文教育研究会　彦根事務局
　彦根市大東町5-12 UKAI ビル2F

「くもんの先生」を始めてみませんか？

※左のQRコードから、「くもんの先生 募集」の内容詳細や、他の会
場･日時での「くもんの先生 説明会」のご案内をご確認できます。

※時間 10:30～12:00

日程 会　　場
東近江 ２/23 ㈭ ショッピングプラザアピア研修室

近江八幡
３/15 ㈭ 公文式　桐原教室
３/19 ㈪ Ｇ－ネットしが

問合せは

★くもんの先生 説明会★

ようこそ！新ドクター
病院機能さらに充実

　１月１日から国立病院機構滋賀病院に
新たに来られた医師を紹介します。

皮膚科

　滋賀医大から赴任しました
内山慶一と申します。丁寧で
分かりやすく、地域のみなさ
んに信頼される診療を行えれ
ばと思っています。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

内山慶一医師

イジメ０
ゼロ

　暴力０
ゼロ

で

笑顔1
ひ ゃ く

00
ストップいじめ啓発

事業の合言葉が決定

　市教育委員会では、ストッ
プいじめ啓発事業の一環として、いじめ根絶に向けた
合言葉を市内の小中学生に募集しました。応募された
3,108人の作品から厳正な審査を行った結果、山

やまわきしゅんた

脇舜太
さん（五個荘中学校２年　写真左）の作品「イジメ０　
暴力０で　笑顔100」が選ばれました。
　合言葉は、児童生徒のいじめ根絶の意識を高めるた
め、オリジナルグッズなどで今後活用していきます。


