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図書館
☎0748-24-1515
050-5801-1515八日市図書館

２日㈬、26日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00

『秋日和』
　　19日㈯ 13:30から（128分）

毎週月曜日、22日㉁、23日㈷

☎0748-27-8050
050-5801-8050永源寺図書館

24日㈭ 11:00～11:30
毎週土曜日 11:00～11:30

『メリー・ポピンズ』
　　19日㈯ 14:00から（139分）

『永源寺のトンボ・オオルリボシ
ヤンマを探しに行こう』
　　 ６日㈰ 10：00から
　　 20人（※申し込み先着順）

毎週月・火曜日、23日㈷

☎0748-48-2030
050-5801-2030五個荘図書館

10日㈭ 10:30～11:00
26日㈯ 13:30～14:30

『あかりのおはなしかい』
　　26日㈯ 16：00から
＊五個荘地域で開催されるイベント

「中仙道灯り路」にあわせて開催します。
毎週月・火曜日、23日㈷

☎0749-45-2300
050-5801-2300湖東図書館

２日㈬11:00～11:20
19日㈯、26日㈯14:30～15:00
12日㈯ 15:30～16:00

『14ひきのかぼちゃ』
　　５日㈯ 15:00から（20分）

『二十四の瞳』
　　12日㈯ 14:00から（162分）

毎週火曜日、21日㈷、23日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

５日㈯、10月３日㈯10:30～11:00
12日㈯、26日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、23日㈷

☎0748-42-7007
050-5801-7007能登川図書館

４日㈮、10月２日㈮ 10:30～11:00
５日㈯、19日㈯ 14:30～15:00
12日㈯ 14:30～15:00

『パンダコパンダ』
　　27日㈰14:00から（74分）

『2001年宇宙の旅』
　　13日㈰ 14:00から（139分）

『世界とともだちになる７週間～
本と写真ともので知る世界のくらし、
こどものくらし～』
＊世界の子どもたちの暮らしを紹介
するパネルや、各国の暮らしにかか
わるものと図書資料を展示します。
　　16日㈬～11月１日㈰

『ケニアのおはなし＆ワークショップ』
　　26日㈯14：00 から
　　 20人（※申し込み先着順）　　
＊ JICA 職員によるアフリカ・ケニア
についての話とケニアの布を使った
ワークショップ

毎週月・火曜日、23日㈷

☎0748-55-5701
050-5802-8342蒲生図書館

18日㈮ 10:30～10:50
５日㈯、12日㈯、26日㈯ 

　　11:00～11:30
毎週月・火曜日、23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

９月の

今月の一冊

『育てて楽しむ
　　　　　種採り事始め』
　　　　　福田　俊／著（創森社）

　在来種（固定種）野菜という言
葉を知っていますか？昔からその
地域だけで作られ、その土地で種
が受け継がれてきた野菜です。全
国で在来種への見直しの動きが広
がっています。

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

東近江警察署からのお知らせ
　

　
　　　　

事件や事故が発生し、すぐに警察官が
駆けつける必要があるときの緊急通報
用の電話番号です。

　相談や警察への意見、要望、苦
情についての専用電話です。「#9110」
では、ヤミ金や悪質商法に関する悩

み、振り込め詐欺、近隣トラブル、ストーカーなどさま
ざまな相談を受け付けています。
　皆さんの事情に応じた専門の係員が対応しますので
お気軽にご相談ください。

東近江警察署　☎0748-24-0110

９月11日は「警察相談の日」です。

110 番

# 9110
警察と県民とを結ぶホットライン

「110番」と警察総合相談電話「#9110」
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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

猪子山探検隊～タカの渡り～
　猪子山でタカの渡りを観察します。

９月20日㈰９：00～12：00（雨天中止）
猪子山山頂（北向岩屋十一面観音前）

集合
30人（※９月２日㈬から申し込み受付

開始、先着順）
双眼鏡（ある人のみ）

秋を染めよう
　秋の植物を使った染色体験をします。

10月３日㈯ 13：30～16：00
15人（※９月２日㈬から申し込み受付

開始、先着順）
500円（材料費）
エプロン（または汚れてもよい服）

猪子山探検隊～秋のきのこ～
　猪子山に生えているきのこを調べます。

10月10日㈯ 13：30～15：30（小雨決行）
猪子山登山口（能登川ひばり保育園前）
30人（※９月２日㈬から申し込み受付

開始、先着順）
ビニール袋、筆記用具（※汚れてもよ

い服装でお越しください。）
毎週月･火曜日、23日㈷

☎0748-23-0081    050-5801-1140

東近江大凧会館

親子凧作り教室
～飛び出し坊やの凧を作ろう～

９月27日㈰
　９：00～12：00

25組の親子（※申し
込み先着順）

３歳以上（小学生以
下は保護者同伴）

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

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
追求の先に･･･
美を拓くものたち展 Part ３
　17 ジャンルの作家の「作品制作に対
する姿勢・情熱」を作品とメッセージ
で発信します。

９月19日㈯～11月23日㈷９：30～17：00
防災企画「サバイバル飯ー災害時、知
恵と工夫で生き残れ！」
　アルミ缶と牛乳パックを使ってご飯を
炊きます。

９月５日㈯10：00～11：30
20人（※メール・ファックスにて申し

込み先着順）　　　 100円（材料費）
きれいに洗った350mlのアルミ缶２個、

１Lの牛乳パック３本、軍手、ハサミ、お椀、
お箸、好みのふりかけや佃煮など
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
９月２日㈬・16日㈬ 10:00～11:30
500円（当日受付）

簡単！リズム体操
９月３日㈭・17日㈭ 10:00～11:30
300円（当日受付）

音楽の散歩道
　第１部：「いろいろな笛」坂井孝之さん
　　　　 「ピアノ」濱田祐子さん
　第２部：みんなで歌おう

９月10日㈭10:00～11:45
500円（当日受付）

親子で楽しくリトミック
９月30日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者　
300円（当日受付）

毎週火曜日、20日㈰、21日㈷
　　24 日㈭、※22日㉁は開館

☎0748-23-6862    050-5801-6862

八日市文化芸術会館

ベビーと一緒にコンサート
　妊婦さんから幼児を連れたご家族ま
で、ゆっくり聴いていただけるコンサー
トです。

９月９日㈬10:30～11：20（10：00開場）
大人400円、子ども100円

毎週月曜日

今月の
いち押し

東近江市芸術文化祭実行委員会
　（教育委員会生涯学習課内）　
　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

第11回
東近江市芸術文化祭
秋の映画まつり

推薦イベント
東近江市文化団体連合会「芸能発表会」
　市文化団体連合会会員のステージ発
表です。

９月19日㈯13：00 から（開場12：30）
あかね文化ホール　大ホール

「がんばっぺ フラガール！」
　日本のエネルギー政策に翻弄されて
きた街「いわき」で、楽園をもう一度つ
くる人たちの物語です。

11月27日㈮19：00 から（開場18：30）
八日市文化芸術会館
1,000円（自由席）

＜チケット販売場所＞
・生涯学習課
・八日市文化芸術会館
・あかね文化ホール
・永源寺、五個荘、
  愛東、  湖東、能登川コミュニティセンター


