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図書館
☎0748-24-1515
050-5801-1515八日市図書館

５日㈬、22日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00

『スター・ウォーズ』
　　29日㈯ 13:30から（122分）

『夏休み工作会』
　　 ７日㈮10：30から
　　 15人（※申し込み先着順）

『夜のおはなし会』
　　 21日㈮19：00～20：00
　　 20人（※申し込み先着順）

『トランクの中の日本』
　　16日㈰まで
＊終戦直後のヒロシマ・ナガサキを非公
式で撮った、ジョー・オダネルの写真展

毎週月曜日

☎0748-27-8050
050-5801-8050永源寺図書館

27日㈭ 11:00～11:30
毎週土曜日 11:00～11:30

『父と暮せば』
　　15日㈯ 14:00から（99分）

『夏のスペシャルおはなし会』
　　 １日㈯ 14：00から

『夏休み工作会』
　　 ９日㈰ 14：00から
　　 20人（※申し込み先着順）

『イオカユウイチ木工展』
　　 ９日㈰まで

『大人と子どもの体験アートワーク
ショップ「みんなで描こう！森の図書館」』
29日㈯ 13：30～15：00（受付13：00から）
　　 20人（※申し込み先着順）
　　 小学生以上　 200円

毎週月・火曜日、28日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

１日㈯、９月５日㈯10:30～11:00
８日㈯、22日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、28日㈮

☎0748-48-2030
050-5801-2030五個荘図書館

13日㈭ 10:30～11:00
29日㈯ 13:30～14:30

毎週月・火曜日、28日㈮

☎0749-45-2300
050-5801-2300湖東図書館

５日㈬、９月２日㈬11:00～11:20
15日㈯、22日㈯、29日㈯

　　　14:30～15:00
８日㈯ 15:30～16:00

『どろんこハリー』
　　１日㈯ 15:00から（25分）

『シャレード』
　　８日㈯ 14:00から（113分）

『夏休みの思い出を絵に描こう！』
　　 ６日㈭ 14：00から
　　 15人（※申し込み先着順）
　　 水彩絵の具セット

『南極観測船「オレンジ色の砕氷
船ー高緯度地域は任せろ！」２代目「ふ
じ」就航50周年記念展』31日㈪まで

毎週火曜日、28日㈮

☎0748-42-7007
050-5801-7007能登川図書館

７日㈮、９月４日㈮ 10:30～11:00
１日㈯、15日㈯、22日㈯、29日㈯

　　 14:30～15:00
８日㈯ 14:30～15:00

『銀河鉄道の夜』
　　23日㈰14:00から（107分）

『バグダッド・カフェ』
　　９日㈰ 14:00から（91分）

『作ってあそぼう工作会』
　　２日㈰ 10：30～ 11：30
　　 15人（※申し込み先着順）
　　 はさみ、色ペン

毎週月・火曜日、28日㈮

☎0748-55-5701
050-5802-8342蒲生図書館

21日㈮ 10:30～10:50
１日㈯、８日㈯、22日㈯ 11:00～11:30

『夏の工作会』
＊職員による工作のワークショップです。
 　　８月７日㈮ 14：00から

15人（※申し込み先着順、持ち物あり）
毎週月・火曜日、28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

8月の

今月の一冊
『おいしい琵琶湖八珍
　　　ー文化としての湖魚食ー』
滋賀県ミュージアム活性化推進委員
会／編（サンライズ出版社）

　「より多くの人が琵琶湖の魚を食
べ、琵琶湖に思いを馳せてほしい」
との思いから、ビワマス、イサザ
など８種類の淡水魚を「琵琶湖八
珍」として選定。魚の生態とレシ
ピに加え、近江の食文化について
も紹介しています。

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

本の中でいろいろな国に出会って自分だけの世界地図を作ろう！
期間＝８月30日㈰まで
★７大陸冒険ラリー：７つの図書館をめぐってスタンプを集めよう
★国旗シールラリー：１つの図書館で各大陸の国々の国旗を集めよう

お問い合わせはお近くの図書館へ

夏休み
は

　図書
館へ！

図書館スタンプラリーを全館で開催します！

本の海へ冒険に出よう！

七つの大陸をめぐる
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博物館・文化施設催しガイド

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761

第114回企画展
「閻

え ん ま

魔大王さまのいる里 安楽寺」
９月13日㈰まで

スズムシ交流会
　スズムシの交換や、育て方の情報交
換をします。
８月16日㈰13：30から
20組（※申し込み先着順）
飼育中のスズムシ

夏の民具体験
　足踏み式水車「じゃ車」を回すなど
の民具体験をします。
８月23日㈰ 13：30～16：00の間、随時

（※濡れてもいい服でお越しください。）
能登川博物館前庭
　 毎週月･火曜日、28日㈮

☎0748-23-0081    050-5801-1140

東近江大凧会館

夏休み特別企画
「日永うちわと懐かしのうちわ」
８月４日㈫まで

「凧と妖怪地オブジェ」
８月６日㈭～24日㈪

関連講演「妖怪地ってなぁ～に？」
８月８日㈯19：00～20：00（18：30受付）
30人（※申し込み先着順）　
大人300円、小中学生150円

夏休み親子凧作り教室
～カブトムシの凧を作ろう～
８月22日㈯９：00～12：00
25組の親子（※申し込み先着順）
３歳以上　 500円（材料費）
入館料（大人300円、小中学生150円）
毎週水曜日

☎0749-45-0011　 050-5802-2291

西堀榮三郎記念探検の殿堂

「昭和基地 NOW！－オレンジ色の砕氷船」
８月30日㈰まで

ＪＡＲＥ杯ー夏の陣2015ー
　南極観測をテーマにした自律型ロボット
の競技大会です。どなたでも見学できます。
８月２日㈰10:00～16:00

特別展「未来への挑戦ー Seeds を探り
Needs に育てよ！」
９月13日㈰まで

関 連イベント「KARAKURI（ からくり）
からムラタセイサク君 ®まで」
８月９日㈰
　13：00～14：00
　15：00～16：00
　（いずれも同じ内容）
各回30人

（※メール・FAXにて
申し込み先着順）
FAX    0749-45-3556
メール  tanken@city.higashiomi.shiga.jp

毎週月曜日

☎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
８月５日㈬・19日㈬10:00～11:30
500円（当日受付）

簡単！リズム体操
８月６日㈭・20日㈭10:00～11:30
300円（当日受付）

音楽の散歩道
　第１部：「声楽」岡田真由子さん
　第２部：みんなで歌おう
８月12日㈬10:00～11:45
500円（当日受付）

親子で楽しくリトミック
８月26日㈬10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者　
300円（当日受付）

大阪音楽大学出張講座
「オペラ１stレッスンVol.❺」
　オペラ演出家の中村敬一氏がオペラ
の魅力と楽しみ方を伝授します。
８月30日㈰14:00～16：00　
前売一般1,000円（当日1,500円）
　高校生以下800円（当日1,000円）
　※３歳以下のお子様の入場はご遠慮
　　ください。

毎週火曜日、９日㈰

東近江警察署からのお知らせ

◆子どもと高齢者に気をつけましょう。
◆全席シートベルト着用とチャイルドシートの使用を
　徹底しましょう。
◆飲酒運転は絶対にやめましょう。
◆運転中に疲れを感じたら休憩しましょう。

◆お出かけの際は「道路交通情報」をご活用ください。
　主な道路の通行止め、規制、渋滞、事故などの情報を
担当者による応答や自動応答により聞くことができます。
　・全国共通ダイヤル：050-3369-6666
　・全国高速ダイヤル：050-3369-6700
　・携帯短縮ダイヤル：＃8011（携帯電話・PHS 専用）
　　※上記のほか、地域ごとの専用ダイヤルもあります。

東近江警察署　☎0748-24-0110

夏期の交通事故防止に向けて
　　　　　　次のことに注意しましょう。

滋賀県アートコラボレーション事業
ホールネットワーク企画

今月の
いち押し

　変わらないと信じていた日常が突然消え
去った時、人はどう生きていくのか。人形
劇ならではの斬新な手法で、井上ひさしの
名作戯曲をお届けします。

人形劇　父と暮せば

８月６日㈭19:00から（18：30開場）　
前売1,000円（当日1,200円）

※小学５年生未満の入場はご遠慮ください。
あかね文化ホール　

　☎0748-55-0207　 050-5801-0207


