図 書館
８月の

今月の一冊
『みてビックリ！

動物のウンコ図鑑

③雑食動物はどんなウンコ？』

山本麻由／監修
ミネルヴァ書房

中居惠子／文

パンダのウンコって、見たことあ
る？ウニのウンコって、どんなの？
雑食動物のウンコをイラストで紹
介。ウンコの色や形、匂いや固さ
などから、動物の食べ物や消化の
しくみがわかります。１巻目の草食
動物、２巻目の肉食動物のウンコ
も楽しめます。

としょかん
期間 28日㈰まで
場所 八日市図書館

３日㈬、27日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
虫の観察会
＊図書館のまわりや野々宮神社に虫
を探しに行こう。６日㈯10:30から
親子10組（申込み先着順）
夜のおはなし会
19日㈮ 19：00から
親子10組（申込み先着順）
毎週月曜日、11日㈷
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18日㈭ 10:30～11:00
27日㈯ 13:30～14:00
『ワニのライルがやってきた』
28日㈰10:30から（24分）
『みんなでつくろう！スイミーの大
きなさかな！！』25日㈭まで
毎週月・火曜日、11日㈷、26日㈮

愛東図書館

☎0749-46-2266
050-5801-2266

６日㈯10:30～11:00
13日㈯、27日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、11日㈷、26日㈮

むしになろう

あそび島

湖東図書館

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

３日㈬11:00～11:20
20日㈯、27日㈯ 14:30～15:00
13日㈯15:30～
『タンタンの冒険 /ななつの水晶球』
６日㈯15:00から（43分）
『雨あがる』13日㈯14:00 から
（91分）
『夏休みの思い出を絵に描こう！』
20日㈯ 14:00から
15組（申込み先着順）
水彩絵の具セット
毎週火曜日、11日㈷、26日㈮
☎0748-42-7007
能登川図書館 050-5801-7007
0748-42-8123

５日㈮、９月２日㈮ 10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『トイストーリー』
28日㈰14:00から（81分）
『スタンド・バイ・ミー』
14日㈰ 14:00から（84分）
『夏休みつくってあそぼう工作会
「空気で遊ぶ♪ふいごをつくろう」』
７日㈰10:30～11:30
15組（申込み先着順）
毎週月・火曜日、11日㈷、26日㈮

蒲生図書館

２階集会室

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

19日㈮ 10:30～10:50
６日㈯、13 日㈯ 11:00～11:30
27日㈯ 10:30～11:00
夏の工作会『せんたくばさみロ
ケットをつくろう！』 ６日㈯14:00から
『ころころ だるまさん』 19日㈮
14:00から
各15人（申込み先着順）
毎週月・火曜日、11 日㈷、26日㈮

■記号の説明・・
・ ＝日時、

＝場所、

＝申込み、

博物館・文化施設 催しガイド
能登川博物館
☎0748-42-6761
0748-42-8123

＝対象、

＝問合せ、

＝定員、

＝IP電話

＝費用、

＝ファックス

＝持ち物、

中路融人の世界Ⅱ
- 光おりなす情景 -

今月の
いち押
し

西堀榮三郎記念探検の殿堂
050-5801-6761

050-5802-2291

☎0749-45-0011
0749-45-3556

第118回企画展「からくりをつくる人々 -

日本・ネパール外交関係樹立60周年

市民とつくる博物館のかたち -」

ヒマラヤからの風

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魅力を

25日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30
『男はつらいよ 第25作 寅次
郎ハイビスカスの花』
20日㈯ 14:00から（104分）
『えほんであそぼ～今年の夏はす
いぞくかん！？～』 28日㈰まで
工作会『石に魚の絵をかこう！』
７日㈰14:00から
15組（申込み先着順）
毎週月・火曜日、11日㈷、26日㈮

今年は図書館にいろんなむしたちがあそびに来たよ。！
むしに変身したり、むしクイズに答えたりしながら
図書館でゆっくりすごしてね。
トンボの写真や標本の展示もあるよ。
みんな会いに来てね！

15

☎0748-48-2030
五個荘図書館 050-5801-2030
0748-48-6445

☎0748-27-8050
永源寺図書館 050-5801-8050
0748-27-8090

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

むしに会おう

八日市図書館

☎0748-24-1515
050-5801-1515
0748-24-1323

- くるみざわさんといくネパール 自然や文化に魅せられてネパールを何
度も訪れている「くるみざわ」さんと、

紹介します。

展示を通して旅してみましょう！

９月18日㈰まで
江戸時代の「匠の技術」
を体感

28日㈰まで

からくり人形実演

入 館 料（ 大

り成す様々な情景を紹介します。
６日㈯～10月10日㈷９：30～17：00

学生150円）

動きを実演します。

大人300円、小中学生150円

※市民は無料。

７日㈰10：00から

会期中、ネパールに関するクイズラリー

夏の民具体験

を実施します。

足 踏み式 水 車
「 じゃ車」 を回す

た柔らかい陽射し、水面に映える木々の
陰影など季節・時・場所で変わる光が織

人300円、小中

からくり人 形の

” 光 ” をテーマに作品を展示。霞がかっ

毎週月曜日

近江商人博物館・中路融人記念館
☎0748-48-7101
050-5802-3134
0748-48-7105

などの民具体験を
行います。
８月20日㈯13：30～16：00 の間、
随時
（濡れてもいい服装でお越しください。）
能登川博物館の前庭
スズムシ交流会

あかね文化ホール

近江商人博物館・中路融人記念館

☎0748-55-0207
0748-55-3898

☎0748-48-7101
0748-48-7105

050-5801-0207

有酸素運動とヨガで健康に

スズムシの交換と育て方の情報交換
をします。

３日㈬・17日㈬ 10:00～11:30

４日㈭・18日㈭ 10:00～11:30

飼育中のスズムシ

300円

東近江大凧会館
☎0748-23-0081
0748-23-1860
夏休み特別企画

050-5801-1140
～どうやって、作っ

小さな穴に大き
な矢が通っていた

Vol.159

ら作品を鑑賞し

中尾正子さん

ます。

10日㈬10:00～11:45
500円

13日㈯、
９月３日㈯13：30～14：00
論語素読講座

歌いましょう！おしゃべりしましょう！笑

「孔子とその弟子たち～子路～」

第５回がもう組歌声喫茶

論語約500章の中から、孔子とその弟

懐かしの歌謡曲やフォークソングを

子たちの会話に焦点を当てて素読をし

いましょう！

たの！？～ふしぎもの大展覧会

学芸員による
解説を聞きなが

音楽の散歩道
出演:ピアノ

企画展「中路融人の世界Ⅱ - 光おりな
ます。

簡単！リズム体操

20組（申込み先着順）

毎週月・火曜日、11日㈷、26日㈮

ギャラリートーク
す情景 -」のギャラリートークを開催し

500円

７日㈰13：30から

050-5802-3134

会場の皆さんと一緒に歌います。

ます。

21日㈰14:00～16:00

講師：松田元信さん

300円（入場料、飲み物代、お菓子代）

９月10日㈯10：00～11：30

り、ビンの中に手

大阪音楽大学出張講座in東近江

25人（申込み先着順）

まりやトランプが

オペラ１st.レッスン

100円

入っているものな

27日㈯14:00開演

ど、三次元的にあり得ないと思える不

一般 1,000円（当日1,500円）

思議なものを展示します。見るだけでな

高校生以下 800円（当日1,000円）

く、手に取って遊ぶことができます。

13:30開場

親子で楽しくリトミック

30日㈫まで

31日㈬ 10:00～11:00

入館料（大人300円、小中学生150円）

300円

毎週水曜日、12日㈮、
23日㈫

（希望者には
テキスト貸出し）
筆記用具、
テキスト
毎週月曜日

毎週火曜日
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