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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

６日㈬、23日㈯ 11:00～11:30
２日㈯、９日㈯、16日㈯、30日㈯　

　　14:30～15:00
『夏のお楽しみ会』

＊絵本の読み語りや工作会。
        23日㈯ 14:30 から
　　 20人（申込み先着順）

『としょかん　あそび島』
＊図書館に色んな虫たちが遊びに来
たよ。20日㈬～８月28日㈰

『オズの魔法使い』
　　９日㈯ 13:30から（101分）

『ちくちくちく展』
＊布を持ち寄り、手を加えて蘇らせ
た作品展。９日㈯～24日㈰

『ワークショップ「縫ってみましょう」』　　
　　10日㈰ 14:00～16：00　
　　 15人（申込み先着順）

『ちくちく・ちくショー』
＊手縫い作品について作り手が語る。
　　16日㈯ 14:00から
　　 30人（申込み先着順）

毎週月曜日、19日㈫

☎0749-45-2300
050-5801-2300
0749-45-3343

湖東図書館

9日㈯15:30～
16日㈯、23日㈯、30日㈯

　　14:30～15:00
７月８日㈮まで

　　毎週火曜日、18日㈷

☎0748-27-8050
050-5801-8050
0748-27-8090

永源寺図書館

28日㈭ 11:00～11:30
『夏のスペシャルおはなし会』

　　16 日㈯ 14：00～15：00
毎週土曜日 11:00～11:30

『新選組』
　　9日㈯ 14:00から（122分）

『ちくちくちく展』　３日㈰まで
『えほんであそぼ～今年の夏はす

いぞくかん！？～』　
　　23 日㈯～８月28日㈰　

毎週月・火曜日、20日㈬

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

2日㈯10:30～11:00
9日㈯、23日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、20日㈬

14日㈭ 10:30～11:00
23日㈯ 13:30～14:00

『レオ・レオニ　5つのお話』
　　24日㈰10:30から（30分）

『みんなでつくろう！スイミーの大
きなさかな！！』  30日㈯～ 8月 25日㈭

毎週月・火曜日、20日㈬

☎0748-42-7007
050-5801-7007
0748-42-8123

能登川図書館

１日㈮　10:30～11:00
2日㈯、9日㈯、16日㈯ 、23日㈯、

　　30日㈯　14:30～15:00
『椿三十郎』

　　10日㈰ 14:00から（96分）
『銀河の魚』

　　24日㈰14:00から（23分）
毎週月・火曜日、20日㈬

☎0748-55-5701
050-5802-8342
0748-55-5703

蒲生図書館

15日㈮ 10:30～10:50
2 日㈯、9 日㈯ 11:00 ～ 11:30

　　23 日㈯ 10:30 ～ 11:00
毎週月・火曜日、20日㈬

☎0748-48-2030
050-5801-2030
0748-48-6445

五個荘図書館

■記号の説明・・・ ＝日時、 ＝場所、 ＝対象、 ＝定員、 ＝費用、 ＝持ち物、
　　　　　　　  ＝申込み、 ＝問合せ、 ＝IP電話　 ＝ファックス

７月の 博物館・文化施設催しガイド

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761 

0748-42-8123

第118回企画展「からくりをつくる人々 -
市民とつくる博物館のかたち -」
　市内の博物館で市民パートナーとして
活躍している人の活動の様子やその魅
力を紹介します。

7月27日㈬から9月11日㈰まで 
猪子山探検隊 - 夏のきのこ -
　猪子山でキノコを採取し、どんなキノ
コが生えているかを調べます。

7月16日㈯10：00～12：00 
猪子山登山口（ひばり保育園前）集合
30人（申込み先着順）　
軍手、ビニール袋、雨具（小雨の場合）

山路川探検隊 - 川の健康診断 -
　山路川で水生生物をつかまえて川の
きれいさを調べます。

7月30日㈯13：30～15：30 　雨天中止
能登川博物館　集合
30人（申込み先着順）　
長靴、タオル、網（ある人のみ）

トンボ観察会
8月6日㈯10：00～12：00　雨天中止 

能登川博物館　集合
30人（申込み先着順）　
虫捕り網・虫かご
7月13日㈬10：00 から受付開始

夏の夜の昆虫観察会
8月6日㈯19：30～21：00ごろ  雨天中止 
30人（申込み先着順）　
筆記用具、懐中電灯、

　虫捕り網・虫かご
7月13日㈬10：00から受付開始

毎週月・火曜日、20日㈬

☎0748-23-0081    050-5801-1140
0748-23-1860

東近江大凧会館

夏休み親子凧作り教室
～カブトムシの凧を作ろう～

８月20日㈯９：00～12：00　 500円
４歳以上（小学生以下は保護者同伴）
25組の親子（申込み先着順）

７月 11 日㈪８：30 から電話受付
毎週水曜日、19日㈫、

　　８月12日㈮、23日㈫

☎0749-45-0011　 050-5802-2291
0749-45-3556

西堀榮三郎記念探検の殿堂

ヒマラヤからの風
- くるみざわさんといくネパール -
　ネパールの自然や文化に魅せられて何
度も訪れている「くるみざわ」さんと、
展示を通して旅してみましょう！

７月10日㈰～８月28日㈰
入館料（大人300円、小中学生150円）

※市民は無料。会期中、ネパールに関
するクイズラリーを実施します。

毎週月曜日

☎0748-55-0207　 050-5801-0207
0748-55-3898

あかね文化ホール

有酸素運動とヨガで健康に
７月６日㈬・20日㈬ 10:00～11:30
500円

リズム体操
７月７日㈭・21日㈭ 10:00～11:30
300円

親子で楽しくリトミック
７月13日㈬ 10:00～11:00　 300円

音楽の散歩道
男性コーラス「タドポールズ」

７月14日㈭10:00～11:45　 500円
ビリーバンバンコンサート

７月16日㈯15:30～　
3,000円（当日500円増）

毎週火曜日

☎0748-42-5011　 050-5801-5011
0748-42-5816

埋蔵文化財センター

夏休みまいぶん体験講座
　埋文センターを見学して本物の土器を
触ってみよう、体験講座に参加しよう。
①火起こし体験、②消しゴム粘土で土
偶づくり、③勾玉づくり

７月29日 ㈮　 ① 随 時、 ②10：00～
12：00、③ 13：30～15：30

②③各300円　（当日持参）
小学生（小学３年生以下は保護者同伴）
②③各20人（申込み先着順）

毎週土･日曜日、祝日

☎0748-48-7101　 050-5802-3134
0748-48-7105

近江商人博物館・中路融人記念館

論語素読講座
「孔子とその弟子たち～孔子の一生～」

　論語約500章の中から、孔子とその弟
子たちの会話を取り上げ、素読します。

７月９日㈯10：00～11：30
25人（申込み先着順）
100 円（希望者はテキスト1,000 円）

筆記用具
刀剣の美　鑑賞のツボ
　匠たちの技が集結された日本刀を鑑
賞しながら、奥深い刀剣の魅力に触れ
てみませんか。

７月23日㈯13：30～15：30
20人（初めての人優先）
500円
7月18日㈷まで

毎週月曜日

☎0748-23-6862    050-5801-6862
0748-23-6863

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。

7 月27日㈬10:30～11：20（10：00開場）
大人400円、子ども100円

毎週月曜日

今月の一冊
『ツリーハウスを作り

たい』
ツリーハウス倶楽部／編

　いつか木の上に家を作りたい･･･
秘密基地のような自分だけの空間
を夢みるのは、子どもだけではあ
りません！形も素材も様々な日本
のツリーハウスが紹介されていま
す。製作過程やちょっとユニーク
な楽しみ方も知ることができます。

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

夏休み特別企画

どうやって、作ったの！？

　　　～ふしぎもの大展覧会
　どうやって作った
の！？と不思議で謎
なもの を展 示しま
す。見るだけでなく、
手に取って遊ぶこと
ができます。

7月14日㈭から 8月30日㈫まで
入館料（大人300円、小中学生150円）

■関連イベントも開催します
　「ふしぎ立体」や「ハイパーカード」など、
不思議なもの工作教室を、企画展の開催
期間に実施します。７月11日㈪から申込み
開始。詳しくはお問い合わせください。

東近江大凧会館　 ☎0748-23-0081    
050-5801-1140　 0748-23-1860

今月の
いち押し

『夏によむよむ』できました！（2016）

　図書館職員が小学生・中学生の皆さんへのおすすめ本を紹介した『夏によ
むよむ』ができました。物語や絵本、知識の本などいろいろな分野の本を掲
載しています。小学校低学年・中学年・高学年向けと中学生向けの全４種類。
それぞれ市内の小中学校で配布するほか、夏休みに各図書館では「よむよむ」
コーナーを設置します。楽しい読書の参考に、ぜひご利用ください。
　また、図書館にお越しの際は、皆さんの本選びのお手伝いをしますので、
職員にお気軽にお声かけください。ほかにも、夏休みには工作会など楽しい
催しが盛りだくさんです。ぜひ、夏休みはご家族で図書館へお越しください！

たとえばこんな本を

紹介しています。


