図 書館
１１月の

今月の一冊
『きのこのき
きになるきのこの
きほんのほん』
新井文彦 / 著 文一総合出版
世間では「きのこブーム」がゆっ
くりと広がりをみせています。食べ
ておいしいだけでなく、形も生態
もユニークなきのこの世界は、奥
深くて魅力的です。本を片手に、
不思議なきのこたちと出会いに外
へ出かけてみませんか。

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

八日市図書館

☎0748-24-1515
050-5801-1515

４日㈬、28日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
『故郷』
８日㈰13:30から（97分）
松居友さん講演会『わたしの絵
本体験』７日㈯ 10：30～12:00
＊フィリピンのミンダナオ島で子ども
図書館の活動をしておられる松居さ
んのお話です。
50人
（申し込み先着順）
『ブラジルのおはなし会』
14日㈯ 10：30～12：00
30人
（申し込み先着順）
＊東京子ども図書館職員によるブラジル
のおはなし会と、絵本の紹介などです。
毎週月曜日、３日㈷、24日㈫、27日㈮

永源寺図書館 ☎0748-27-8050
050-5801-8050

愛東図書館

７日㈯10:30～11:00
14日㈯ 、28日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、４日㈬、27日㈮

湖東図書館

☎0749-45-2300
050-5801-2300

11日㈬11:00～11:20
21日㈯、28日㈯ 14:30～15:00
14日㈯ 15:30～16:00
『ぞうのババール／みんなたからもの』
７日㈯ 15:00から（25分）
『座頭市喧嘩太鼓』
14日㈯ 14:00から（82分）
毎週火曜日、４日㈬、23日㈷、
27日㈮

能登川図書館 ☎0748-42-7007
050-5801-7007
６日㈮、12月４日㈮ 10:30～11:00
７日㈯、21日㈯ 、28日㈯
14:30～15:00
14日㈯ 14:30～15:00
『長くつ下のピッピ』
22日㈰14:00から（82分）
『ニュー・シネマパラダイス』
８日㈰ 14:00から（124分）
『わらべうたであそぼ』
13日㈮ 10：30から
毎週月・火曜日、４日㈬、27日㈮

26日㈭ 11:00～11:30
毎週土曜日 11:00～11:30
『かくれ里を旅する・白洲正子の
世界』連続上映
21日㈯ 14:00から（120分）
よ
よ
みんなのふるさと祭り『良 い夜
いコンサート』６日㈮ 19：00～21：00
毎週月・火曜日、４日㈬、27日㈮

五個荘図書館 ☎0748-48-2030
050-5801-2030
12日㈭ 10:30～11:00
28日㈯ 13:30～14:30
松居友さん講演会『わたしの絵
本体験』６日㈮ 14:00から
＊フィリピンのミンダナオ島で子ども
図書館の活動をしておられる松居さ
んのお話です。
20人（申し込み先着順）
毎週月・火曜日、４日㈬、27日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266

☎0748-42-6761

050-5801-6761

８ミリフィルム映像発掘・上映会
昭和30～50年代ごろの滋賀県の映像

蒲生図書館

☎0748-55-5701
050-5802-8342

20日㈮ 10:30～10:50
７日㈯、14日㈯、28日㈯11:00～11:30
毎週月・火曜日、４日㈬、27日㈮
※８日㈰は「いきいきあかねフェア」
の開催につき、来館者駐車場の確保
が難しいため臨時休館します。

ガードしよう
（守ろう）
！
滋賀県の犯罪で１番多いのが自転車盗です。また、その
ほとんどが無施錠で被害に遭っています。

■記号の説明・・
・ ＝日時、

＝場所、

＝申し込み、

＝対象、

＝定員、

＝問い合わせ、

＝IP電話

＝費用、

＝持ち物、

1,000円

各10人（申し込み先着順）

12月５日㈯13：00～16：00ごろ

2,000円

800円（資料・おみやげ代含む）

⑤クリスマスツリーをつくろう

重要文化財「雪野山古墳出土品」特別公開

12月５日㈯11:00～16:00

保存修理の完了した銅鏡や鉄製品を
初公開します。

各７人（申し込み先着順）
2,000円

11月５日㈭～15日㈰
美術作品紹

12月６日㈰①13:00～、②15:00～
各10人（申し込み先着順）

介展示」
近江商人博物館に新設する「美術展

1,500円

示室」で展示予定の代表的な作品の一

①～⑥

部を紹介します。

☎090-8215-6228（福山）

11月５日㈭～29日㈰

歴史に親しむ講座
「雪野山古墳の時代」

会津大塚山古墳と
東北の古墳年代記

東北地方の古代史をくつがえしたとい
われる古墳です。本市の雪野山古墳と
の関係を探ります。
講師：文化庁文化財調査官 横須賀倫達さん
12月12日㈯13：30～15：00

⑥ “妖精の羽 ”つくり

特別展示「東近江市所蔵

今月の
いち押
し

④妖精の扉つくりワークショップ

主催：おうみ映像ラボ

妖精の扉プロジェクト

@gmail.com

毎週月･火曜日、４日㈬、27日㈮

能登川博物館

12 月２日㈬までに往復はがきまたは
メールでお申し込みください。
埋蔵文化財センター宛
メール：yukinoyama.kofun
@city.higashiomi.shiga.jp

HP：http://www.fairy-door.com/

西堀榮三郎記念探検の殿堂
☎0749-45-0011

050-5802-2291

追求の先に･･･ 美を拓くものたち展 Part ３
｢ロビーギャラリー極（きょく）｣
■北川幸夫 洋画展

思い出辞典ワークショップ
チェキを使って展示作品を撮影しよう。

垣見真由美（日

11月14日㈯～11月23日㈷
昭和基地NOW！
「昭和基地の生活 越冬終盤・南極の一年」
越冬隊員の基地での生活を紹介します。
（協力：国立極地研究所）
12月27日(日)まで
レンタルミュージアム施行企画
「妖精綺譚ー東近江市の妖精の扉と妖

③12：00～、④14：00～、⑤15：00～、⑥16：00～
各５組（当日申し込み先着順）
２日㈪、９日㈪、16日㈪、24日㈫、30日㈪

会、アート探検隊ピカソスイッチ）
11月28日㈯～12月23日㈷
妖精綺譚

東近江大凧会館
☎0748-23-0081

11月28日㈯10:00～16:00
②オトノワ～音のワークショップ～
11月28日㈯随時開催

☎0748-55-0207

050-5801-0207

050-5801-1140

11月４日㈬・18日㈬ 10:00～11:30
500円（当日受付）
簡単！リズム体操

秋の特別企画

11月５日㈭・19日㈭ 10:00～11:30

戦後70年「戦時中のおもちゃ」

300円（当日受付）

戦 時中に子どもたちが遊 んだおも
ちゃを展示します。
11月30日㈪まで
入館料（大人300円、小中学生150円）
むかしのあそびのパフォーマンスと

音楽の散歩道150回記念
第１部：
「民謡」塚田陵子さん
第２部：みんなで歌おう
11月12日㈭10:00～11:45
500円（当日受付）

2012年全日本独楽技選手権チャンピ

11月25日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者

お手玉、まりつき、ベーゴマなど新旧
のおもちゃの体験ができます。
11月３日㈷ ①10：30～11：30
②13:30～14:30
（※９：00から入場券を配布し
各50人
ます。）
入場券（大人250円、小中学生100円）
毎週水曜日

150人

親子で楽しくリトミック

オンによるパフォーマンスと、けん玉、

関連事業

①
「やつなぎマルシェ」～妖精やつなぎ～

あかね文化ホール
有酸素運動とヨガで健康に

ワークショップ

（主催：妖精の扉プロジェクト実行委員

埋蔵文化財センター
☎0748-42-5011
050-5801-5011

12月６日㈰①10:00～、②11:00～、

11月13日㈮まで
■二人展

集会ホール

100人
（※申し込み多数の場合抽選）

送付先：〒 521-1225 山路町2225

メール：fairydoorproject.higashiomi

小さな人びとの暮らしに想いを馳せ

自転車にはロック
（鍵かけ）
して盗難被害から

各10人（申し込み先着順）

11月29日㈰①13:00～、
②15:00～

精たちー」

■地域では・・・
子どもから大人まで、自転車をとめるときは「鍵をかける」
習慣を身につけましょう。
■通学、通勤では・・・
自転車は、決められた場所に必ず鍵をかけてとめましょう。
■駐輪場管理者は・・・
利用者には、ロック（鍵かけ）を呼びかけましょう。
東近江警察署 ☎0748-24-0110

11月28日㈯①13:00～、
②15:00～

を上映します。

てみましょう。

ロックでガード大作戦

広報ひがしおうみ 2015.11.1

③ヘナで紋様を描いた扉を作ろう

能登川博物館

本画）・三波捷昭（切絵）

東近江警察署からのお知らせ

15

博物館・文化施設 催しガイド

300円（当日受付）
はもりべコンサートツアー2015
家族で楽しむ日本の歌コンサート
11月29日㈰14:00から（開場13：30）
チケット前 売：一 般（ Ａ席2,500円、
Ｂ席2,000円）
、小学生以下1,500円（ 全
席指定席）
毎週火曜日
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