３月の
図書館

八日市図書館
☎0748-24-1515
0505-801-1515

湖東図書館
☎0749-45-2300
0505-801-2300

永源寺図書館
☎0748-27-8050
0505-801-8050

能登川図書館
☎0748-42-7007
0505-801-7007

五個荘図書館
☎0748-48-2030
0505-801-2030

蒲生図書館
☎0748-55-5701
0505-802-8342

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。

区分

今月の一冊
『シンプルに生きる』

柳田邦男、香山リカ / 著（清流出版）
出会いを大切にし、命
にしっかりと目を向ける。
その姿勢を貫いてきた２
人の対談は、大震災や原
発 事故といった「不安の
時代」を生き抜くための
心のより所とも言えます。

日時・場所

おひざでだっこの
おはなしかい

赤ちゃんと
＊絵本の読み語り、 保護者向け
手遊びなど

６日㈬・23日㈯ 11:00～11:30
13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
毎週土曜日 14:30～15:00
２日㈯・９日㈯・16日㈯・23日㈯ 11:00～11:30
〈スペシャルおはなし会〉30日㈯ 14:00～15:00 ※おはなしや工作などで楽しめます。

おはなし会

絵本の読み
語りなど

〈おたのしみおはなしかい〉27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
23日㈯・30日㈯ 15:30～16:00
２日㈯・16日㈯・23日㈯・30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

こども向け

２日㈯ 15:00から「ピーターラビットとベンジャミンバニーのおはなし」
（35分）
24日㈰ 14:00から「グーフィーのサッカー大好き」
（47分）

おとな向け

16日㈯ 13:30から「東京物語」
（135分）
９日㈯ 14:00から「若き日の信長」
（97分）
10日㈰ 14:00から「エデンの東」
（115分）

えいが会

展示

企画展示など
そのほか

９日㈯ 14:30～15:00

「ちくちくちく作品とカオハガンキルト」展

９日㈯～29日㈮

おしばなのしおりをつくろう！ 24日㈰ 10:30から
親子10組（申し込み先着順）
春うらら・二胡とうたごえコンサート 17日㈰ 14:00～15:00
40人（申し込み先着順）
ドレクスキップ
北欧の音楽を楽しもう！ Drakskipコンサート 15日㈮ 19:15～21:00
100人（申し込み先着順）
北欧水彩版画ワークショップ 16日㈯ ①13:30から ②14:15から ③15:00から
各10人（申し込み先着順）
小さなお子さんも参加できます。
小杉朋代スプリングピアノコンサート 30日㈯ 14:00から
50人
（申し込み先着順）
三味線と世界の打楽器 木村俊介＆渡部亮コンサート 29日㈮ 19:15から
70人（申し込み先着順）

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

※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。

３月の休日歯科診療
のお知らせ
20日㈷

医療法人伊東歯科クリニック
（近江八幡市）☎ 0748-34-6091

診療時間 ９：30～17：00
滋賀県歯科医師会湖東支部
☎ 0748-48-7370
■記号の説明・・・

＝定員

＝問い合わせ

＝IP電話
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本とふれあうきっかけに

子どもの 本 の力 を考えるフォーラムを開催
本とのふれあいを大切にしてほしいと、東近江市内
のお話しボランティア「ルピナスさんの会」が主催する
『子どもの本の力を考えるフォーラム』が、２月11日㈷、
湖東コミュニティセンターで開催され、講演や本の読
み語りを聞きに親子連れら延べ419人が訪れました。
今回は、折り紙作家として多くの本を執筆する布施
知子さんを招いた「おりがみのびっくり」と題する講演
がありました。
布施さんはまず、自然の中
や身近な所にある“折りたた
まれているもの”を現物や写
真で参加者に紹介。それから
折り紙の魅力について「折り
進めていく中で想像力を働か
せ形作ること、紙を折りなが
ら不思議を感じて心躍らせる
ことが楽しい」と笑顔で講演
▲えほんのひろば

し、 本を読 む
ことと共通する
“ 想 像し 発 見
する驚き や 楽
しさ”を語りま
した。
また、 講 演
後は、 布 施さ
んによるおりが
みワークショッ
プの ほ か、 絵
本500冊がずら ▲布施先生の手ほどきによるおりがみ
ワークショップ
りと並ぶ「えほ
んのひろば」
、科学あそびとそのテーマに関連する本
を紹介する「学校図書館の部屋」
、ルピナスさんの会
メンバーによるおはなし会があり、訪れた人たちは本
とのふれあいを楽しんでいました。

ー地域の安全・安心のためにー

東近江警察署からのお知らせ
新入学
（園）児の交通事故防止
新学期になると、真新しいランドセルを背負って小
学校に通う子どもたちや、保護者に手を引かれて不安
げに幼稚園や保育園に通う子どもたちを見かけます。
新しい友達が増え、登下校などで行動範囲が広が
ることから、子どもたちの交通事故に遭う危険性が増
しています。
◆正しい交通ルールを教えましょう

子どもは大人のすることをよく見て真似をしますの
で、周りの大人がルールを守ることが大切です。

子どもの交通事故の多くは自宅近くで起きているこ
とから、自宅付近の危険箇所や、どうすれば安全か
を教えてあげましょう。
◆ 安全確認の方法を教えましょう

子どもの交通事故で多いのは、
「道路への飛び出し」、
「車の直前、直後からの横断」
、
「道路で遊んでいる」
などが挙げられます。子どもは視野が狭く、音を聞き
分ける力も十分ではありません。安全確認は子どもの
目線で行いましょう。
子どもたちが事故に遭わないように、正しい交通
ルールの指導をお願いします。
東近江警察署

☎ 0748-24-0110

サラ金・クレジット・過払い請求
広 告 欄

お 悩 み
借 金 の 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。
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

あい湖司法書士事務所 TEL
通話
無料

0120-001-694

A&M・OTSUビル２F

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）
ひ ど

司法書士 飛渡あい子

JR大津駅
徒歩３分

人口
（平成25年２月１日）人口：116,855人（－67）
／男：57,929人（－12）
／女：58,926人（－55）
／世帯数：41,497世帯（＋16）＊（ ）
内は前月比
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