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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515八日市図書館

13日㈬、23日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00

『ゴジラ　完全復刻版』
　　23日㈯ 13:30から（98分）

毎週月曜日、３日㈷、５日㈷、
　　６日（振休）、22日㈮

☎0748-27-8050
050-5801-8050永源寺図書館

28日㈭ 11:00～11:30
毎週土曜日 11:00～11:30

『ウエスト・サイド物語』
　　２日㈯ 14:00から（152分）

『永源寺ものづくり展』
　　９日㈯～６月７日㈰
＊永源寺地域で活動されている作家
の作品展（木工・陶芸・絵画・造形・
染織など）

毎週月・火曜日、３日㈷、６日（振休）、
　　22日㈮

☎0749-45-2300
050-5801-2300湖東図書館

13日㈬ 11:00～11:20
16日㈯・23日㈯・30日㈯

　 　 14:30～15:00
９日㈯ 15:30～16:00

『にじいろのさかな』
　　２日㈯ 15:00から（28分）

『人生、いろどり』
　　９日㈯ 14:00から（112分）

毎週火曜日、３日㈷、４日㈷、
　　６日（振休）、22日㈮

☎0748-48-2030
050-5801-2030五個荘図書館

14日㈭ 10:30～11:00
23日㈯ 13:30～14:30

毎週月・火曜日、３日㈷、６日（振休）、
　　22日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

２日㈯ 10:30～11:00
９日㈯・23日㈯ 10:30～11:00
毎週月・火曜日、３日㈷、６日（振休）、

　　22日㈮

☎0748-42-7007
050-5801-7007能登川図書館

１日㈮ 10:30～11:00
２日㈯、16日㈯、23日㈯、30日㈯ 

　　14:30～15:00
９日㈯ 14:30～15:00

『名探偵ホームズ　劇場版』
　　24日㈰ 14:00から（46分）

『ベニスに死す』
　　10日㈰ 14:00から（130分）

毎週月・火曜日、６日（振休）、22日㈮
　　※３日㈷は開館します。

☎0748-55-5701
050-5802-8342蒲生図書館

15日㈮ 10:30～10:50
２日㈯、９日㈯、23日㈯ 

　　11:00～11:30
毎週月・火曜日、３日㈷、６日（振休）、

　　22日㈮

■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

５月の 博物館・文化施設催しガイド

てんびんの里文化学習センター・近江商人博物館臨時休館のお知らせ

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761

第113回企画展「能登川の歴史ダイジェスト」
６月７日㈰まで

懐かしの能登川～８mmに残る「伊庭坂
下し祭り」と「納涼盆踊り」～
　昭和40年代に８mmテープで記録さ
れた映像を上映します。

５月17日㈰ 14:00～15:30
メダカ探検隊
　能登川博物館の近くの川を探検し、
メダカなどの生きものを探します。

５月16日㈯ 13:30～15:30（雨天中止）
30人（申し込み先着順）

長靴、タオル、汚れてもよい服装・網
春を染めよう
　身近な植物を使った染色体験です。

５月17日㈰ 13:30～16:00
15人（申し込み先着順）
500 円程度
ゴム手袋、エプロンまたは汚れてもよ

い服装
ホタル観察会
　博物館周辺でホタルを観察します。

５月30日㈯ 19:30～21:00（荒天中止）
30人（申し込み先着順）

筆記用具、懐中電灯
毎週月･火曜日、５月６日（振休）、22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。

５月６日（振休）まで
入館料（大人300円、小中学生150円）

５月13日㈬、20日㈬、26日㈫、27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～」

６月28日㈰まで
長谷川雅也ギャラリートーク
　長谷川雅也先生による作品の解説
や、創作にまつわるお話など。

５月５日㈷14:00から
入館料（大人200円、小中学生100円）

５月７日㈭、11日㈪、18日㈪、25日㈪

☎0749-45-0011　 050-5802-2291

西堀榮三郎記念探検の殿堂

「昭和基地 NOW！―南極観測事始め」
　国立極地研究所との相互協力に関す
る協定締結を記念して、南極情報をパ
ネル展示などで紹介します。

５月２日㈯～31日㈰
５月７日㈭、11日㈪、18日㈪、25日㈪

☎0748-48-7100　 050-5801-7100

てんびんの里文化学習センター

てんびんの里カラオケ大会出場者募集
　６月28日㈰に開催するカラオケ大会
の出場者を募集します。

市内在住の人（※観覧についてはど
なたでもご参加いただけます。）

80人（申し込み先着順）
1,50 0円
５月30日㈯9：00から受付を開始しま

す。出場料を添えてお申し込みください。
５月７日㈭、11日㈪、18日㈪、25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
５月20日㈬・27日㈬ 10:00～11:30
500円

簡単！リズム体操
５月７日㈭・21日㈭ 10:00～11:30
300円

音楽の散歩道
　「二胡」安岡由紀子さん

５月14 日㈭ 10:00～11:45　 500円
親子で楽しくリトミック

５月13日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者　 300円

第16回あかね人形劇まつり
　プロの人形劇や大道芸のほか、各種
模擬店もあります。

５月17日㈰ 10:00～15:30
毎週火曜日、５月２日㈯、６日（振休）

　近江商人博物館では、郷土ゆかりの貴重な絵画作品を
所蔵しており、これらの作品をより多くのみなさんにご覧
いただくため、美術展示室に改修する計画を進めています。
　つきましては、工事にともない全館を臨時休館させてい
ただきます。
　ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろ
しくお願いします。

【臨時休館期間】　平成27年７月～12月（予定）

※工事の進捗状況により休館期間が変更になる可能性が
あります。
　　 てんびんの里文化学習センター
　　　☎0748-48-7100　 050-5801-7100
　　 近江商人博物館
　　　☎0748-48-7101　 050-5802-3134
　　

講演会

ここまでわかった

　　　　　相谷熊原遺跡
　最古級の土偶が出土した遺跡から縄文
時代の暮らしをひも解きます。

　講師：松室孝樹さん（滋賀県教育委員会）

５月24日㈰13:30～14:50（開場13:00）
永源寺コミュニティセンター
高校生以上　　 200人
100 円
埋蔵文化財センター

　☎0748-42-5011　 050-5801-5011

今月の
いち押し

第３回 市民と議会の意見交換会

今月の一冊

『M
マ ッ プ ス

APS
　　新・世界図絵』
作・絵 アレクサンドラ
　　　・ミジェリンスカ
&ダニエル・ミジェリンスキ（徳間書店）

　地図と旅行が大好きなポーラン
ドの絵本作家の夫妻が、まる３年
をかけて調べた世界図絵。見開き
いっぱいにそれぞれの国に生息す
る動物や農作物、民族衣装や人の
名前までイラストで紹介していま
す。すみずみまで楽しみながら世
界のことを知ることができます。

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

東近江警察署からのお知らせ

　東近江署管内では、今年も高齢
者が亡くなる痛ましい事故が発生
しています。再度、交通ルールの
遵守と正しい交通マナーの実践を
習慣づけることで、交通事故防止
の徹底を図り、安全で快適な地域
社会を築きましょう。

◆主な取り組み
◎自転車の安全利用の推進
◎全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
◎飲酒運転の根絶

東近江警察署　☎0748-24-0110

全国一斉春の交通安全運動が実施されます

５月20日（水）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。
みんなで交通事故のない安全な暮らしをめざしましょう。

５月11日（月）から20日（水）まで

　議会の活動や審議内容を報告し、
市民のみなさんの声をお聞きします。

開催日 開催場所

５月
21日㈭

みすまの館（ひばり公園内）
能登川図書館
東近江市役所東庁舎

５月
22日㈮

建部コミュニティセンター
永源寺コミュニティセンター
蒲生コミュニティセンター

５月
23日㈯

中野コミュニティセンター
愛東コミュニティセンター
てんびんの里文化学習センター

いずれも19:30～21:00
※どの会場でも参加できます。

議会事務局
☎0748-24-5680　 050-5801-5680


