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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

５日㈬、22日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00

『ノッティングヒルの恋人』
　　15日㈯ 13:30から（123分）

近江弁講座『東近江の言葉ぶり -
「ガオー」の謎を解く-』

　　22日㈯14:00から
　　 30人（申込み先着順）　

『太郎坊さんに登ろう！』
　　30日㈰10:00から
　　 親子10組（申込み先着順）　

毎週月曜日、11日㈫、28日㈮

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

永源寺図書館

27日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30

『泥の河』
　　15日㈯ 14:00から（105分）

毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

13日㈭10:30～11:00
29日㈯ 13:30～14:00

『松
まつしま

島 良
りょういち

一 木版画展』
　　14日㈮～11月20日㈰

毎週月・火曜日、12日㈬、22日㈯

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

湖東図書館

５日㈬11:00～11:20
15日㈯、22日㈯、29日㈯

　　14:30～15:00
『なかよしおばけ／おばけのハロ

ウィン』
　　１日㈯15:00から（47分）

『にあんちゃん』
　　８日㈯14:00から（101分）

８日㈯15:30から
毎週火曜日、10日㈷、28日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

１日㈯10:30～11:00
８日㈯、22日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

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

能登川図書館

７日㈮、11月４日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00

『花さき山』
　　16日㈰14:00から（20分）

『ティファニーで朝食を』
　　９日㈰ 14:00から（114分）

山
やまざき

崎亨
とおる

さん講演会
『びわ湖の森の守り神イヌワシとクマ

タカ』　
　　２日㈰14:00から
　　 40人（申込み先着順）

藪
やぶうち

内竜
りゅうた

太さん講演会
『好きこそものの上手なれ　動物画家

薮
やぶうち

内正
まさゆき

幸』
　　23日㈰14:00から
　　 60人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

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

蒲生図書館

21日㈮ 10:30～10:50
１日㈯、８日㈯ 11:00～11:30

　　 22日㈯ 10:30～11:00
毎週月・火曜日、12日㈬、28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

10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

国重要文化財「雪野山古墳出土品」
特別公開
　国指定重要文化財に指定され、保
存修理が完了した出土遺物を紹介し
ます。

10月26日㈬～11月20日㈰
猪子山探検隊～秋のきのこ～
　猪子山できのこ
を採集し、どんな
きのこが生えてい
るかを調べます。

10月15日㈯13：30
～15：30 （小雨決行）

猪子山登山口
（能登川ひばり保

育園前）集合
30人（申込み先着順）
汚れてもよい服装、ビニール袋、筆

記用具
 秋の民具体験～七輪でサンマを焼こう～
　自分で炭火をおこして、秋の味覚
サンマを七輪で焼きます。

10月22日㈯10：00～12：30
15人（申込み先着順）

材料費実費
箸、皿、飲み物

 ワイルド池本の木
工ペンダント作り
　いろいろな形を
した木を自由に組
み合わせて、ペン
ダントを作ります。

10月23日㈰13：30～15：30
30人（申込み先着順）

300円（材料費）
猪子山探検隊～秋をみつけよう～
　秋の猪子山で、落ち葉や木の実を
集めて、オリエンテーリングをします。

11月５日㈯10：30～12：00 （雨天中止）
猪子山登山口（能登川ひばり保育

園前）集合
30人（申込み先着順）

汚れてもよい服装、ビニール袋、軍手
10月13日㈭10：00申込受付開始

毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

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

近江商人博物館・中路融人記念館

中路融人の世界Ⅱ - 光おりなす情景 -
10月10日㈷まで　９：30～17：00
大人300円、小中学生150円

秋季企画展　シリーズ近江商人群像
「小

こいずみ

泉 重
じゅうすけ

助 展」
11月27日㈰まで　９：30～17：00
大人300円、小中学生150円

中路融人の世界Ⅲ - 木立の造形 -
　水と木は自身の創作の舞台装置だ
と語る日本画家・中路融人画伯。その
印象深い木立の造形に焦点をあて作
品を紹介します。

10月22日㈯～12月18日㈰　
　９：30～17：00

大人300円、小中学生150円
論語素読講座

「孔子とその弟子たち～子
し こ う

貢～」
　論語約500章の中から、孔子とそ
の弟子たちの会話に焦点をあてて素
読をします。講師：松

ま つ だ

田元
げんしん

信さん
11月12日㈯　10：00～12：00
25人（申込み先着順）

参加費100円
筆記用具、テキスト（希望者には貸

出し）
月曜日（10日㈷は開館）、11日㈫

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

東近江の芸術を愛する会・西堀榮三
郎記念探検の殿堂共催展示
追求の先に･･･ 美を拓くものたち展　
Part4
　西堀榮三郎は「ものを改良する、
あるいは新しいものを創造するとき
には感性を磨く必要がある。」と説
いています。「追求する」作家の作品
と出会い、作品に込められた思いを
ご堪能ください。

11月27日㈰まで
入館料（大人300円、小中学生150円）

※市民は無料
月曜日（10日㈷は開館）、11日㈫

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

東近江大凧会館

秋の特別企画
「近江ゆかりの武将が描かれた凧」展

　石田三成など近江ゆかりの武将が
描かれた凧を展示します。

10月27日㈭～11月27日㈰
入館料（大人300円、小中学生150円）

長浜観光ＰＲキャラクター
「三成くんの凧作り」

　武将が描かれた凧を作ります。
11月３日㈷９：00～12：00

４歳以上（小学生以下は保護者同伴）
25人（申込み先着順）

参加費一人500円
毎週水曜日、11日㈫、25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
10月５日㈬・19日㈬ 10:00～11:30
500円

簡単！リズム体操
10月６日㈭・20日㈭ 10:00～11:30
300円

音楽の散歩道　Vol.161
出演:オカリナ二重奏　音つむぎさん

10月13日㈭10:00～11:45
500円

親子で楽しくリトミック
10月12日㈬ 10:00～11:00
300円

毎週火曜日、９日㈰、12日㈫

今月の一冊
『世界の愛らしい

   子ども
　民族衣装』　　　
　　　　　　国際服飾学会／編
　　　　　　エクスナレッジ
　民族衣装は、民族の持つ伝統
的、歴史的背景などにより、形、
素材、モチーフなどが異なります。
　色鮮やかな民族衣装を着た子ど
もたちの愛らしい姿から、あなた
のお気に入りの１着をみつけてみ
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

激動の時代を

生きぬいた近江商人の知恵

～小泉300年の歴史から学ぶ～
　近江商人研究の第一人者である
末
すえなが

永國
くにとし

紀さん（同志社大学名誉教授）
による小泉重助展記念講演とギャラ
リートークを行います。

10月22日㈯　13：30～15：00
30人（申込み先着順） 300円

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

0748-48-7105

今月の
いち押し

　ふんわりした毛並みのぬくもりまで伝わってきそうな動物画の数々。
　絵本や「冒険者たち」シリーズの挿絵で親しまれている動物画家　薮内
正幸さんの原画展を開催します。
　やさしいまなざしの動物たちに、ぜひ会いに来てください。

　期間　10月23日㈰まで　10:00～18:00
　　　　　（最終日は16:00まで）　
　場所　能登川図書館・博物館ギャラリー
　　　　　休館日　毎週月・火曜日、12日㈬
　　　　　☎ 0748-42-7007　 050-5801-7007
　　　　　 0748-42-8123

動物が好き 薮内正幸原画展


