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

今月の一冊

永源寺図書館
☎0748-27-8050
0505-801-8050

能登川図書館
☎0748-42-7007
0505-801-7007

『水の生きもの』ランバロス・ジャー/作
市川恵理 / 訳（河出書房新社）

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

おひざでだっこの
おはなしかい

＊絵本の読み語りなど

おはなし会

日時・場所
赤ちゃんと
保護者向け

絵本の読
み語りなど

かみしばい

５日㈬・22日㈯ 11:00～11:30
６日㈭ 10:30～11:00
５日㈬ 11:00～11:20
14日㈮ 10:30～10:50

毎週土曜日 14:30～15:00
１日㈯・８日㈯・15日㈯・22日㈯ 11:00～11:30
22日㈯ 13:30～14:30
８日㈯・22日㈯ 10:30～11:00
15日㈯・22日㈯・29日㈯ 14:30～15:00
１日㈯・15日㈯・22日㈯・29日㈯ 14:30～15:00
１日㈯・８日㈯・22日㈯ 11:00～11:30
８日㈯ 15:30～16:00

８日㈯ 14:30～15:00

１日㈯ 15:00から「ともだち くるかな？」
（20分）
23日㈰ 14:00から「ドラえもんのび太の恐竜」
（94分）

おとな向け

15日㈯ 13:30から「巴里のアメリカ人」
（113分）
15日㈯ 14:00から「Shall we ダンス？」
（136分）
８日㈯ 14:00から「幸福の黄色いハンカチ」
（108分）
９日㈰ 14:00から「映画 少年時代」
（117分）

そのほか

春のスペシャルおはなし会 29日㈯ 14:00から
春うらら・ほっとらいんコンサート ９日㈰ 14:00～15:00
ギター、よし笛、コカリナの調べを楽しむコンサート。
50人（申し込み先着順）
岸本寿男×田中彬博 尺八とギターのうれしい出会い 15日㈯ 19:15から
フォークギターと尺八の、異色の組み合わせによる豊かな音楽をお楽しみください。
80人（申し込み先着順）
わらべうたであそぼ！（主催：わらべうたの会） 12日㈬ 10:30から
20組（申し込み先着順）
３歳までの子どもと保護者
キム・キガンワークショップ「韓国の食べ物とおはなし」 16日㈰ 10:30から
キム・キガンさんによるワークショップと読み聞かせで韓国の文化を体験します。
15人（申し込み先着順）
小学３年生以上

３ 月 の 休 日 歯 科 診 療 の
お 知 ら せ

19日㈬ 10:30～11:00
１日㈯ 10:30～11:00
６日㈭ 10:30～11:00

こども向け

えいが会

企画展示など

インドの伝統的な絵画、ミティラー画。
この手法を用いた幽玄の美を、手すきの
紙 に一 枚 ずつ刷って
作られた、紙の 匂い
とやさしい 手触りを
味わえる絵本です。

21日㈷

高田歯科医院（近江八幡市）☎ 0748-32-8846

診療時間 ９:30～17:00

32

☎ 0748-20-2801

♪みんなで音楽・みんなに音楽♪

うたって
おどって
たのしんで

リトミック無料体験生徒募集中
わくわく体験してみよう

広

どれみで・ポン

告

親子で
ふれあい
リトミック

欄

湖東歯科医師会

無料体験日

１～２歳児対象

対象年齢

会場

３月６日㈭
１歳児 10:00～10:40 １歳児：平成24年４月２日～
２歳児 11:00～11:50
25年４月１日生まれ対象 能登川
丸善教室２F
２歳児：平成23年４月２日～
３月20日㈭
24年４月１日生まれ対象
１歳児 10:00～10:40
２歳児 11:00～11:50

♪リトミックは講師２名だから安心しておまかせ下さい♪

月１回コース

その他のコース…同時生徒募集中
無料体験のお申し込みは…

フリーダイヤル

※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。

お問い合わせ… ㈱塚本楽器
0120-194-349（携帯不可）
電話 0748
（33）5198

■記号の説明・・・ ＝定員、 ＝対象、
＝問い合わせ、 ＝IP電話
広報ひがしおうみ
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古墳時代の木製品が出土
川をせきとめて魚をとっていたかも ! ?

「市子遺跡」を発掘調査
蒲生支所裏にある幼稚園・保育園一体化施設「（仮称）
蒲生幼児園」の建設予定地で発掘調査を行いました。
付近一帯は市子遺跡と呼ばれ、弥生時代から鎌倉時
代の建物跡や、およそ2000年前の弥生時代の墓跡も
見つかっており、佐久良川左岸に分布する遺跡のなか

の扉や壁材を転用したものとみられ、当時のリサイクル
といえるでしょう。建物跡は見つかっていませんが、部
材が出土していることから、掘立柱建物を含む豪族居

でも大きな遺跡です。
今回の調査では、およそ1400年前の古墳時代後期
の川や水路などが見つかり、周辺で農業などの開発が

館が周辺にあった可能性もあります。
現在は埋め戻しており、見ることができませんが、出
土品は埋 蔵文化財センターで保管しています。今後、

進んでいたことがわかりました。川底からは木杭と板
せき
で小規模な堰を作っていた跡が見つかっており、水流を
調節して漁などをしていたかもしれません。板は建物

恒久的に保存できるよう木製品の保存処理を施し、公
開する予定です。

－地域の安全・安心のために－

■安全確認の方法を教えましょう
● 親子で一緒に自宅周辺や通学路を歩き、
子どもと同じ
目線で危険な場所や安全確認が必要な場所をチェック
し、安全な通行方法を教えましょう。
■シートベルト・チャイルドシートを着用しましょう
● シートベルト・チャイルドシートは、
事故などの際、身体を守る命綱
です。着用を徹底しましょう。

埋蔵文化財センター ☎0748-24-5011

東近江警察署からのお知らせ
３月15日㈯～４月15日㈫
新入学（園）児と高齢者の
交通事故防止運動
４月は新入学（園）児が通い始めることなどから、子
どもが交通事故の被害に遭う危険性が高くなります。
また、近年、高齢者が関係する交通事故も増えてい
ます。
新入学（園）
児などの子どもと高齢者を交通事故から
守るため、家庭、学校、園、地域などが一体となって

東近江警察署
交通政策課

この運動を展開します。
◆ 保護者のみなさんは、子どもたちの安全を守るため

☎0748-24-0110
☎0748-24-5658

献 血

0505-801-5658

にご協力ください

■３月 の全血献血

次のことに取り組みましょう。
■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います。まず、周り
の大人が正しいルールを守り、子どもに教えましょう。
● 自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶらせましょう。

0505-801-5011

※直接会場にお越しください。

日時

14日㈮ 10:00～12:00、13:00～15:30

場所

能登川保健センター

健康推進課

☎0748-24-5646

0505-801-5646

広
告
欄

／男:57,430人（－37）
／女:58,591人（－30）
／世帯数:41,650世帯（＋21）＊（ ）
内は前月比
人口（平成26年2月１日） 人口:116,021人（－67）
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