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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

『最高の人生の見つけ方』
　　19日㈯ 13:30から（97分）

毎週月曜日、20日㈷、25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

『二十四の瞳』
　　19日㈯ 14:00から（162分）

『見つけよう！地元の宝～ドキュ
メンタリー映画「ちいさな、あかり」
上映会＆座談会～』
　　 ５日㈯ 13:30から

『春のスペシャルおはなし会』　　
　　 12日㈯ 14:00～15:00

毎週月・火曜日、20日㈷、25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

『ドラえもんのび太のパラレル西
遊記』27日㈰10:30から（93分）
※小さな画面での上映となります。

毎週月・火曜日、20日㈷、25日㈮

☎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、20日㈷、25日㈮

☎0749-45-2300
050-5801-2300湖東図書館

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

『王様と私』
　　12日㈯ 14:00から（134分）

『古川忠義ギターコンサート』
大阪を拠点に幅広い方面で活躍され
ている古川忠義さんのギターの音色
をお楽しみください。
　　 ５日㈯ 14:30から
　　 40人（申し込み先着順）

『てんとうむしのスペシャルおは
なし会』
　　 26日㈯ 13:30～14:30

毎週火曜日、20日㈷、25日㈮

☎0748-42-7007
050-5801-7007能登川図書館

４日㈮、４月１日㈮ 10:30～11:00
５日㈯、19日㈯ 、26日㈯

　　14:30～15:00
12日㈯ 14:30～15:00

『グランパ　すてきなおじいちゃん』
　　27日㈰14:00から（27分）

『喜びも悲しみも幾歳月』
　　13日㈰ 14:00から（160分）

『地域の宝さがし』
第Ⅰ部　記録映画『よみがえりのレシ
ピ』上映会
第Ⅱ部　講演会『政所茶の可能性』
講師：飯田辰彦さん
　日本茶の試飲体験もあります。
　　 26日㈯ 13:00～14:35（上映会）
14:45～16:45（講演会・ワークショップ）
　　 60人（申し込み先着順）

『 ミニ展 示「 固 有・在 来 の 食
の可能性」』 6日㈯～４月17日㈰

毎週月・火曜日、25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、20日㈷、25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

３月の

今月の一冊

『歴史を紀行する』
　司馬遼太郎／著
　文藝春秋

　作家司馬遼太郎が、浅井長政
や蒲生氏郷など歴史上の名士に思
いを馳せながら近江の地を訪ねま
す。彼らを生み出した近江の風土
とはどのようなものだったのでしょ
うか。作品中には、近江商人のふ
るさと五個荘地区や蒲生の石塔寺
が出てきます。

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

司馬遼太郎 
　　紹介コーナーを設置します

　司馬遼太郎は滋賀県となじみの
深い作家です。全43巻におよぶベ
ストセラー「街道をゆく」シリーズ
の第１巻は滋賀から始まっていま
す。４月23日㈯には司馬遼太郎没
後20年を記念して、米原市でシン
ポジウムが開催されます。これに
合わせて、市内図書館でも司馬遼
太郎に関するコーナーを設け、本
の紹介をしますので、この機会に
読んでみてはいかがでしょうか。

基調講演
『街道をゆく』がうまれるまで

上村洋行さん（司馬遼太郎記念財
団理事長）
シンポジウムパネリスト
山折哲雄さん（国際日本文化研究
センター名誉教授）、諸田玲子さん

（作家）、武村正義さん（元滋賀県
知事）

４月23日㈯ 13:30～16:00
県立文化産業交流会館（米原市）

☎0749-52-5111　FAX：0749-52-5119
※参加には事前申込が必要です。

司馬遼太郎没後20年記念シンポジウム『街道をゆく』は近江からはじまった
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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18回「能登川中学校卒業制作展」
３月６日㈰まで

　 ※最終日は13：00まで
第116回企画展「土の中のタイムカプセ
ル～能登川石田遺跡～」
　能登川石田遺跡から出土した縄文・弥
生・古墳時代、中世の土器や木製品、金
属製品などの資料を紹介します。

３月９日㈬～４月24日㈰ 
猪子山探検隊～春を見つけよう～
　猪子山を散策しながら、春の野草の
観察をします。

４月９日㈯10：00～12：00   ※雨天中止 
猪子山登山口（能登川ひばり保育園

前）集合
30人（申し込み先着順）　
３月９日㈬10:00 から受付開始
軍手、ビニール袋

※汚れてもいい服装でご参加ください。
毎週月･火曜日、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
３月２日㈬・16日㈬ 10:00～11:30
500円（当日受付）

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

音楽の散歩道
第１部：macaron＊rose（室内楽）
第２部：みんなで歌おう

３月10日㈭10:00～11:45
500円（当日受付）

京フィルとあそぼう！はじめてのクラ
シックコンサート

３月13日㈰開演11:00（開場10:30）
前売：大人 1,800円、こども500円、

親子ペア2,000円（当日は各300円増）
全席自由
こどもは３歳～小学６年生、０～２歳児
はひざ上無料（席が必要な場合は有料）
親子で楽しくリトミック

３月23日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者　
300円（当日受付）

人形劇団　森のどんぐりさん公演
３月25日㈮開演11:00（開場10:30）
100人（当日先着順）

毎週火曜日、20日㈷、21日（振休）

☎0748-23-0081    050-5801-1140

東近江大凧会館

藤江湖の書展「竹」
　 藤江湖さんが竹
紙、 竹 筆、 竹 油 煙
墨を使い、「竹」に
こだわった書展です。

３月17日㈭～
　　　４月10日㈰ 

「ひな人形の凧展」
３月13日㈰まで

入館料（大人300円、小中学生150円）
毎週水曜日、22日㈫

東近江警察署からのお知らせ

新入学（園）児の交通事故防止
　

　

春になると、真新しいランドセルを背負って小学校に通
う子どもたちや、保護者に手を引かれて不安げに幼稚園
や保育園に通う子どもたちを見かけます。
　子どもたちは新しい友だちが増えたり、登下校などで
行動範囲が広がることから、交通事故にあう危険性が高
くなります。
◆保護者や地域の皆さんは、子どもたちの安全を守るた
め次のことに取り組みましょう。
■正しい交通ルールを教えましょう
　子どもは大人のすることをよく見ています。まず、周り
の大人が正しいルールを守り、子どもに教えましょう。

　自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶらせましょう。
■安全確認の方法を教えましょう
　子どもの交通事故で多いのは、「道路への飛び出し」、

「車の直前、直後からの横断」、「道路で遊んでいる」な
どが挙げられます。一緒に自宅周辺や通学路を歩き、子
どもと同じ目線で危険な場所や安全確認が必要な場所を
チェックしましょう。
　横断歩道や信号の渡り方など、安全な通行方法を教え
ましょう。
■シートベルト・チャイルドシートを着用しましょう
　シートベルト・チャイルドシートは事故などの際、身体
を守る命綱です。着用を徹底しましょう。
　６歳未満の子どもを車に乗せる時は、正しく設置した
チャイルドシートに座らせましょう。

東近江警察署 　☎0748-24-0110

「中路融人記念館」 が
４月17日(日)に
　　　　オープンします！
　改修工事をしていたてんびんの里文
化学習センターの２階が「中路融人記
念館」としてリニューアルオープンし
ます。詳細は広報４月号でお知らせし
ます。

近江商人博物館

　☎0748-48-7101 050-5802-3134


