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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

６日㈬・23日㈯ 11:00～11:30　 20日㈬ 10:30～11:00
７日㈭ 10:30～11:00　 ２日㈯ 10:30～11:00
６日㈬ 11:00～11:20　 ７日㈭ 10:30～11:00　 15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 11:00～11:30
〈おたのしみおはなしかい〉17日㈰ 13:30～14:30　※ペープサート、紙芝居もします

９日㈯・23日㈯ 10:30～11:00　 16日㈯・23日㈯ 15:30～16:00
２日㈯・16日㈯・23日㈯・３月２日㈯ 14:30～15:00　
２日㈯・９日㈯・23日㈯ 11:00～11:30

かみしばい ９日㈯ 15:30～16:00　 ９日㈯ 14:30～15:00　

えいが会

こども向け
２日㈯ 15:00から「ムーミン絵本 それからどうなるの？」（34分）
24日㈰ 14:00から「Dr.スランプアラレちゃん/んちゃ！ペンギン村より愛をこめて」（31分）

おとな向け

16日㈯ 13:30から「第三の男」（105分）
２日㈯ 14:00から「カサブランカ」（103分）
９日㈯ 14:00から「江戸っ子判官とふり袖小僧」（86分）
10日㈰ 14:00から「喜びも悲しみも幾

い く と し つ き

歳月」（160分）

企画展示など
展示 布施知子おりがみ作品展　６日㈬～10日㈰

そのほか 図書館コンサート「チターの夕べ」　16日㈯19:30から
　　弦楽器チターの調べを楽しむコンサート　 90人（申し込み先着順）

『ひまなし山暮らし』
布施知子 文 / 鳥海太郎 絵
　　　　　　（筑摩書房）

今月の一冊

■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝定員　 ＝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。

永源寺図書館
☎0748-27-8050

0505-801-8050

八日市図書館
☎0748-24-1515

0505-801-1515

五個荘図書館
☎0748-48-2030

0505-801-2030

湖東図書館
☎0749-45-2300

0505-801-2300

蒲生図書館
☎0748-55-5701

0505-802-8342

能登川図書館
☎0748-42-7007

0505-801-7007

愛東図書館
☎0749-46-2266

0505-801-2266

＊各図書館を記号で
　表示しています。

せら知おの
療診科歯日休の月２

診療時間　９：30～17：00
滋賀県歯科医師会湖東支部

　☎0748-48-7370

11日㈷ おがわ東歯科医院 （佐野町）
☎ 0748-42-8191

にご協力ください

健康推進課　☎ 0748-24-5646　 0505-801-5646

■３月の全血献血（200ml・400ml）

日時 　　  10:00～12:00
　　　13:00～15:30 場所 能登川勤労者会館２日㈯

血献

※直接会場にお越しください。

２月の

図書館

お問合せ

先

告
欄

広

※２月はありません。

　信州の山深く自然の中に
埋もれるように暮らす、折
り紙作家布施知子さんの
日々をつづったエッセイで
す。緑や水やさまざまな生
き物との関わりから布施さ
んの作品が生み出されてい
ます。
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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４日㈪、12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
　男

お び な

雛、女
め び な

雛、三人官女や五人囃
ば や し

子が、白酒や雛あられで
お迎えします。

２月23日㈯・24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の料金・問い合わせ先
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
市観光協会  ☎ 0748-48-2100　 0505-801-6678

③折り紙で四季折々～ひなまつり～（雛かざり作り）
２月16日㈯10:00～12:00　
てんびんの里文化学習センター
20人（申し込み先着順）　 300円

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「貝合
わせ」体験と、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２日㈯10:00～12:00
てんびんの里文化学習センター　
30人（申し込み先着順）　 200円　 ２月27日㈬まで

◎上記③④の申し込み・問い合わせ先
近江商人博物館 

　☎ 0748-48-7101 　 0505-802-3134
⑤ひな人形の凧展　
※東近江大凧会館で開催します。詳しくは10ページをご覧ください

人口：116,922人（－109）／男：57,941人（－66）／女：58,981人（－43）／世帯数：41,481世帯（－30）＊（  ）内は前月比人口（平成25年１月１日）
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0120-001-694
あい湖司法書士事務所

相談無料 分割払可能 秘密厳守 大津市京町３丁目３番１号 
　 　 　 　 A&M・OTSUビル２F
TEL　077-527-0023
土・日・祝・夜間も相談可※要予約

（予約受付時間：平日９:00～17:30）

　司法書士 飛
ひ

渡
ど

あい子

JR大津駅
徒歩３分通話

無料

サラ金・クレジット・過払い請求

 借金 の お 悩 み
               解決します
返しても返しても少しも減らない借金
誰にも相談できずに悩んでいませんか？
勇気を出してご相談ください。

　

◆「オレ、オレ」なんて言いません
　最近の振り込め詐欺は、事前に家族の情報を調べ、
実名で電話をかけてきます。
◆電話番号が変わった ・・・ホント？？
　犯人は電話口で子どものふりをして、「電話番号が
変わった」と話し、別の番号を登録させます。そして、
再度電話をかけ、お金をだまし取ります。このような
時は、元の番号に電話をして間違いがないか確認して
ください。
◆風邪をひいている ・・・ホント？？
　犯人は苦しそうにせき込んだり、泣きわめくことな
どで、声が違うことを隠します。心配する気持ちを利
用しますので、特に注意が必要です。
◆このほかにも、さまざまな手口があります。少しでも
おかしいと感じたらすぐに警察へご相談ください。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

東近江警察署からのお知らせ

ー地域の安全・安心のためにー

振り込め詐欺にご注意を！　

音声での119番通報が困難な人へ

東近江消防からのお知らせ

◆東近江消防 Web119
　東近江消防管内にお住まいの人は、インターネッ
ト機能を使った119番通報が利用できます。
※事前に登録が必要です。詳しくは、東近江消防ホー
ム ペ ー ジ（http://www.eastomi.or.jp/gyoumu/ind
ex.html) をご覧ください。
◆FAXで緊急事態を知らせる「FAX119」
　FAX で「119」とダイヤルすれば、火災や救急など
を消防へ知らせることができます。
※今までご利用の「消防緊急 FAX（0748-22-210
0）」は、３月31日㈰で廃止します。

東近江行政組合消防本部　☎ 0748-22-7605
　FAX0748-23-0119　ﾒｰﾙｱﾄ゙ ﾚｽ web119@eastomi.or.jp

ひ りつまな トンベイ
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