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図書館

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

４月の 博物館・文化施設 催しガイド

①「ミニ東近江大凧コンテスト」参加者募集

５月31日開催「2015年東近江大凧まつり」

②「ボランティアスタッフ」募集

各館の事業を記号で表しています。
：おひざでだっこのお話会

　　　絵本の読み語りなど
　　　（赤ちゃんと保護者向け）

：おはなし会
　　　絵本の読み語りなど

：おはなし会（かみしばい）
　　　ボランティアサークルによる
　　　かみしばいの読み語りなど

：えいが会（子ども向け）
：映画会（大人向け）
：企画や展示などの催し物

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761

第112回企画展「鈴鹿山脈の草花写真展」
　鈴鹿山脈に自生する
四季折々の草花を紹介
します。

４月19日㈰まで
村瀬進「草花との出会い　本との出会
い」―植物水彩画一木一草展―
　水彩画とその植物に関連した本を紹介。

４月19日㈰まで
第113回企画展「能登川の歴史ダイジェスト」
　市史「能登川の歴史」の刊行にあわせ、
能登川地区内の遺跡や考古資料、民俗
資料、古文書などを紹介します。

４月22日㈬～６月７日㈰
猪子山探検隊～春をみつけよう～
　猪子山で、春の野草を観察します。

４月11日㈯ 10:00～12:00
猪子山登山口（能登川ひばり保育園

前）集合
30人（申し込み先着順）

軍手、ビニール袋、汚れてもよい服装
毎週月･火曜日、４月24日㈮、29日㈬

☎0748-23-0081　 050-5801-1140

東近江大凧会館

～みんな来い！来い！～「鯉の凧展」
　鯉の絵柄の凧を展示します。

４月16日㈭～５月６日㈷
入館料（大人300円、小中学生150円）

毎週水曜日、４月28日㈫、30日㈭

☎0748-48-7101　 050-5802-3134

近江商人博物館

春季企画展「長谷川雅也日本画展～尊
き心の代弁者たち～」
　日展、日春展をは
じめ、さまざまな展
覧会で活躍されてい
る京都府出身の長谷川雅也画伯の作品
展。身近な動物や植物をやわらかいタッ
チで繊細に描いた作品を展示します。

４月26日㈰～６月21日㈰
入館料（大人200円、小中学生100円）

毎週月曜日、４月30日㈭

☎0748-55-0207　 050-5801-0207

あかね文化ホール

有酸素運動とヨガで健康に
４月１日㈬・15日㈬ 10:00～11:30
500円

簡単！リズム体操
４月２日㈭・16日㈭ 10:00～11:30
300円

音楽の散歩道
４月９日㈭ 10:00～11:45　 500円

親子で楽しくリトミック
４月22日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者　 300円

第２回がもう組歌声喫茶
　懐かしの歌謡曲やフォークソングを
一緒に歌って楽しみましょう。

４月26日㈰ 14:00～16:00　 300円
毎週火曜日、４月30日㈭

☎0749-45-0011 050-5802-2291

西堀榮三郎記念探検の殿堂

科学探検隊ココロボ受講者募集
　自律移動型ロボットのプログラムを作
る教室です。パソコンを使ってロボット
の制御を学びながら、創意工夫する心
と課題解決力を養います。

５月～12月（全11回）
　午前の部 ９:30～12:00（初心者向け）
　午後の部 13:30～16:00（経験者向け）

小学４年生～中学３年生
午前・午後各20人（申し込み先着順）
年間 15,000円（教材費など）
４月21日㈫から29日㈷までに、氏名

（ふりがな）、学校・学年、メールアドレ
スを明記の上、メールまたはファックス
で申し込んでください。

毎週月曜日、４月30日㈭

　自作した２畳、８畳敷きのミニ東近江大凧を、図柄審査
と飛揚審査で競います。

まつり当日に凧のPRと飛揚ができ、５月24日㈰の事前
説明会に必ず参加できる３人以上のグループ。なお、過去
のコンテストに参加した大凧では参加できません。
◆２畳サイズの凧作り講習会

第１回＝４月13日㈪～24日㈮、第２回＝５月７日㈭～19日㈫
　いずれも19:30～21:30、水・土・日曜は除く。

東近江大凧会館別館　 各回10組（申し込み先着順）
4,000円（材料代含む）※材料のみのあっせんもしています。

　まつり当日や歓迎レセプション、関連行事の準備
や運営にご協力いただき、まつりを一緒に盛り上げ
てくださるボランティアスタッフを募集しています。

18歳以上（平成27年４月１日現在・高校生不可）
40人　 ４月17日㈮まで

＊打ち合わせ会議を５月５日㈷13:30から東近江大
凧会館で開催しますのでご参加ください。

①②の申し込み・問い合わせ先
東近江大凧会館

　☎0748-23-0081　 050-5801-1140

市民参加型朗読劇

出演者募集

　市制10周年を記念して、11月14日㈯に
市民参加型朗読劇の公演を行います。
【オーディション】４月18日㈯ 14:00から
【練習】５月16日㈯～11月７日㈯の毎週

土曜日（全25回）
①高校生以上…30人

　　②小学１年生～中学３年生…20人
所定の応募用紙に記入のうえ、４月

11日㈯までに提出してください。応募用
紙は八日市文化芸術会館のホームペー
ジからもダウンロードできます。

5,000円（オーディション合格者のみ）
八日市文化芸術会館

　☎0748-23-6862　 050-5801-6862

今月の

いち押し

東近江警察署からのお知らせ

◆４月６日㈪から販売開始
販売場所：埋蔵文化財センター
　 　 　 　 歴史文化振興課

１冊1,000円
埋蔵文化財センター

　☎0748-42-5031
　 050-5801-5011

歴史をひも解く一冊

市 史『 能 登 川 の 歴 史
ダイジェスト版』を発刊

今月の一冊
『ひらめき！食べもの
加工』
岡本靖史／作

（農山漁村文化協会）

　お店で買うことの多いサイダーや
ガム、かまぼこなどを一から手作り
してみませんか。「草もちをヨモギ
でなく、雑草や野菜で作るとどうな
る？」などのひらめきアイデア実験
も満載です。大人も子どもも楽しめ
ます。

☎0748-24-1515
050-5801-1515八日市図書館

１日㈬、25日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00

『オリエント急行殺人事件』
　　18日㈯ 13:30から（127分）

毎週月曜日、24日㈮、29日㈷

☎0748-27-8050
050-5801-8050永源寺図書館

30日㈭ 11:00～11:30
毎週土曜日 11:00～11:30

『愛染かつら』
　　18日㈯ 14:00から（120分）

毎週月・火曜日、24日㈮、29日㈷

☎0748-48-2030
050-5801-2030五個荘図書館

９日㈭ 10:30～11:00
25日㈯ 13:30～14:30

毎週月・火曜日、24日㈮、29日㈷

☎0749-45-2300
050-5801-2300湖東図書館

１日㈬ 10:30～11:00
18日㈯・25日㈯ 14:30～15:00
11日㈯ 15:30～16:00

『14ひきのあさごはん』
　　４日㈯ 15:00から（30分）

『あ・うん』
　　11日㈯ 14:00から（114分）

毎週火曜日、24日㈮、29日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

４日㈯、５月２日㈯ 10:30～11:00
11日㈯・25日㈯ 10:30～11:00

毎週月・火曜日、24日㈮、29日㈷

☎0748-42-7007
050-5801-7007能登川図書館

３日㈮、５月１日㈮ 10:30～11:00
４日㈯、18日㈯、25日㈯ 

　　14:30～15:00
11日㈯ 14:30～15:00

『タンタンの冒険 オトカル王の杖』
　　26日㈰ 14:00から（43分）

『こんばんは』
　　12日㈰ 14:00から（92分）
　＊墨田区立文花中学校夜間学級の
　生徒、教職員のみなさんが出演し
　たドキュメンタリー。監督：森康行

『わらべうたであそぼ！』
　　10日㈮ 10:30から
　　 ３歳くらいまでの子と保護者
　　 15組（申し込み先着順）
　　主催：わらべうたの会

毎週月・火曜日、24日㈮、29日㈷

☎0748-55-5701
050-5802-8342蒲生図書館

17日㈮ 10:30～10:50
４日㈯、11日㈯、25日㈯ 

　　11:00～11:30
毎週月・火曜日、24日㈮、29日㈷

　季節が春へと移り変わり、湖国に
行楽シーズンが訪れました。
　例年この時期には、県内外各地か
らの登山を楽しむ人でにぎわいます。
　しかし、今年に入ってすでに山岳
遭難が発生しており、過去の山岳遭

難を合わせても遭難原因の大半は道
迷いです。
◆登山者のみなさんへのお願い
◎登山カードの提出やインターネット
登山箱（滋賀県警察ホームページ→
滋賀県警察の広場→インターネット
登山箱）を活用してください。
◎単独登山は絶対に避け、グループ
登山と事前準備に心がけてください。
◎道に迷ったり、怪我などをしたとき
は、ためらわず警察や消防に通報し
てください。
◎体力・技術を過信せず、天気予報
を確認し、天候によっては中止や下
山をするようにお願いします。
東近江警察署　☎0748-24-0110

春期の山岳遭難事故防止


