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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

『ホームアローン』
　　26日㈯ 13:30から（103分）

古地図から郷土を知る
　　５日㈯～20 日㈰
＊滋賀県や東近江市を中心に、貴重
な古地図を展示します。
◆関連イベント：古地図から読み解く近江
　　 13日㈰ 14：00～15：30
　　 40人（申し込み先着順）
＊展示している貴重な古地図につい
て、所有者の松井さんから分かりやす
く解説していただきます。

冬のお楽しみ会
　　 ５日㈰ 14：00～15：30
　　 15組（申し込み先着順）
　　 はさみ
＊スペシャルおはなし会と工作

毎週月曜日、23日㈷、年末年始

☎0748-48-2030
050-5801-2030五個荘図書館

10日㈭ 10:30～11:00
26日㈯ 13:30～14:30
毎週月・火曜日、23日㈷、年末年始

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

５日㈯10:30～11:00
12日㈯、26日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、23日㈷、年末年始

☎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

『34丁目の奇跡』
　　19日㈯ 14:00から（114分）

政所茶の魅力に迫る～「日本茶
の『発生』」出版記念講演会～

（講師：作家　飯田辰彦さん）
　　12日㈯ 14：00～16：00

冬のスペシャルおはなし会
　　13日㈰ 14：00から
＊ボランティアグループやまびこの会に
よるスペシャルおはなし会です。

毎週月・火曜日、23日㈷、年末年始

☎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

『ピーターラビットとなかまたち／
グロースターの仕たて屋のおはなし』
　　５日㈯ 15:00から（28分）

『ウエスト・サイド・ストーリー』
　　12日㈯ 14:00から（152分）

毎週火曜日、23日㈷、年末年始

☎0748-42-7007
050-5801-7007能登川図書館

４日㈮ 10:30～11:00
５日㈯、19日㈯ 、26日㈯

　　14:30～15:00
12日㈯ 14:30～15:00

『Father Christmas』
　　27日㈰14:00から（30分）

『クリスマスキャロル』
　　13日㈰ 14:00から（118分）

毎週月・火曜日、23日㈷、年末年始

☎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㈷、年末年始

■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

１2月の

今月の一冊

『とびます！　
  　　とびます！』　
パイ・インターナショナル / 刊

　勢いがあって、どこかユーモラ
ス！野山と海の生きものが『とび
ます！とびます！』どの写真も優美
でワザあり、そしてナイス！な決定
的瞬間がとらえられています。生
きものたちの表情にも注目してみ
てください。

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

　警察官・パトカーによる勇壮なパ
レードのほか、体験型イベント「ふ
れあい広場」を開催します。

１月16日㈯ 10：30～12：00　
　　　　　　※雨天中止　

大津市なぎさ公園おまつり広場
　（大津市浜町）

◆内容＝部隊行進（白バイ、パト
カーなど）、ふれあい広場（パトカー
乗車、制服試着、装備品展示など）

滋賀県警察本部
　☎077-522-1231 ㈹

滋賀県警察年頭視閲式を開催します！
東近江警察署からのお知らせ

★年末年始の図書館休館日★
八日市

12 28㈪ 〜 １４㈪
H28

湖東

12 29㈫ 〜 １ 5㈫

永源寺・五個荘・愛東
能登川・蒲生

12 28㈪ 〜 １ 5㈫
H28H28
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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

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
を上映します。（主催：おうみ映像ラボ）

12月５日㈯13：00～16：00ごろ
800円（資料・おみやげ代含む。）

大西治雄「中山道を歩く」
　中山道を歩いて描いた大西治雄さん
のスケッチ画を紹介します。

12月２日㈬～20日㈰
関連イベント：基調講演「観光と地域活性化」
講師：大西治雄さん

12月６日㈰13:30～15:00
100人（申し込み不要）

オリジナルリース創り
　木の実や落ち葉を使ってつくります。

12月12日㈯13:30～16:00ごろ
30人（申し込み先着順）
12月２日㈬10:00 から受付開始
300円

軍手、花バサミまたは高枝切りバサミ
冬の民具体験～唐箕・石臼体験～
　ソバの実を石臼で挽いて、ソバ打ち
体験をします。

12月19日㈯13:30～15:30ごろ
15人（申し込み先着順）
12月２日㈬10:00 から受付開始
300円

エプロン、三角巾、ボウル、飲み物、お箸
毎週月･火曜日、23日㈷、

　　30日㈬～平成28年１月５日㈫

☎0748-23-0081    050-5801-1140

東近江大凧会館

“たのしさいっぱい ”クリスマスの凧たち
12月３日㈭～27日㈰

入館料（大人300円、小中学生150円）
親子凧作り教室「サンタクロースの凧作り」

12月23日㈷９：00～12：00
25組
３歳以上（ただし、小

学生以下は保護者同伴）
ひとり500円

毎週水曜日、
28日㈪～平成 28 年１月
２日㈯

☎0749-45-0011　 050-5802-2291

西堀榮三郎記念探検の殿堂

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
精たちー」
　小さな人びとの暮らしに想いを馳せ
てみましょう。

（主催：妖精の扉プロジェクト実行委員
会、アート探検隊ピカソスイッチ）

12月23日㈷まで
妖精綺譚　関連事業
①クリスマスツリーをつくろう

12月５日㈯11:00～16:00
各７人（申し込み先着順）
2,000円

② “妖精の羽 ”つくり
12月６日㈰①13:00～、②15:00～
各10人（申し込み先着順） 1,500円

③ “妖精のかんむり ”つくり
12月13日㈰13:00～16:00
各20人（申し込み先着順） 1,500円

①～③ 妖精の扉プロジェクト
☎090-8215-6228（福山）
メール：fairydoorproject.higashiomi
                                                @gmail.com
HP：http://www.fairy-door.com/
オトノワ～音のワークショップ～

12月23日㈷人が集まり次第随時開催
博物館思い出辞典をつくろう
　選んだ言葉の意味やイメージと合う
展示を探して写真を撮ってみよう。

12月６日㈰、23日㈷
　①10:00～、②11:00～、③12：00～
　④14：00～、⑤15：00～、⑥16：00～

各５組（当日申し込み先着順）
毎週月曜日、28日㈪～31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
12月２日㈬・16日㈬ 10:00～11:30
500円（当日受付）

簡単！リズム体操
12月３日㈭・17日㈭ 10:00～11:30
300円（当日受付）

音楽の散歩道
第１部：「パーカッション」清水美紀さん
第２部：みんなで歌おう

12月10日㈭10:00～11:45
500円（当日受付）

親子で楽しくリトミック
12月９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、24日㈭、27日㈰、
　　29日㈫～平成28年１月３日㈰

今月の
いち押し歴史に親しむ講座

　　　　「雪野山古墳の時代」

東之宮古墳と湖東の王墓

　西堀榮三郎記念探検の殿堂は、
資料整理のため、平成28年１月～２
月にかけて臨時休館いたします。
　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。

　魔鏡の復元で有名な犬山市の東之宮
古墳と雪野山古墳の被葬者は盟友だっ
た！？邪馬台国論争の論客である講師に
よる白熱講座です。
講師：NPO法人ニワ里ネット理事長　
　　　赤塚次郎さん

１月23日㈯13：30～15：00
能登川博物館　集会ホール
100人（※申し込み多数の場合抽選）
１月13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。
送付先：〒 521-1225 山路町2225
　　　　　埋蔵文化財センター宛
メール：yukinoyama.kofun
                       @city.higashiomi.shiga.jp

★12月12日㈯13:30～15:00開催の講座
「会津大塚山古墳と東北の古墳年代記」
（講師：文化庁文化財調査官　横須賀倫

達さん）受講者も電話にて受け付けてい
ます。（先着順）

埋蔵文化財センター
　☎0748-42-5011    050-5801-5011


