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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
１日㈯、８日㈯、15 日㈯、22日㈯

　　14:30～15:00
『男はつらいよ　柴又慕情』

　　15日㈯ 13:30から（107分）
毎週月曜日、29日㈷、

　　５月３日㈷～５日㈷

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

永源寺図書館

20日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30
『蒲田行進曲』

　　15日㈯ 14:00から（109分）
毎週月・火曜日、29日㈷、

　　５月３日㈷～５日㈷

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

五個荘図書館

13日㈭10:30～11:00
22日㈯ 13:30～14:00

『パディントンの学校大好き』
　　23日㈰10:30から（26分）

毎週月・火曜日、29日㈷、
　　５月３日㈷～５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、29日㈷、

　　５月３日㈷～５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㈯14:30～15:00

８日㈯15:30から
『ブラス！』

　　８日㈯ 14:00から（108分）
毎週火曜日、29日㈷、

　　５月３日㈷～５日㈷

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

能登川図書館

７日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『アルプスの少女ハイジ』

　　23日㈰14:00から（107分）
『シャレード』

　　９日㈰ 14:00から（113分）
毎週月・火曜日、28日㈮、

　　５月３日㈷～５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、29日㈷、

　　５月３日㈷～５日㈷

■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

４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121回企画展
｢スキ！ひがしおうみ市写真展」
　スキ！と感じる市内の観光スポッ
ト、風景、グルメ、お店、イベント
などの応募写真を紹介します。

４月23日㈰まで
第122回企画展
｢琵琶湖一周とその水辺景観を描く」
　日本遺産である「琵琶湖とその水
辺景観」を描いた大西治

は る お

雄さんのス
ケッチ画を紹介します。

４月26日㈬～６月４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を
観察します。

４月15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（申込み先着順）
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、28日㈮

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

東近江大凧会館

三
さ ん な み

波捷
か つ あ き

昭
切り絵 の 部 屋 
～黒と白の美～
　 どこか 懐 か
しい風 景 の 切
り絵の作品を紹介します。

４月９日㈰まで
～みんな来い！来い！～「鯉の凧展」
　鯉の絵柄の凧を展示します。

４月13日㈭～５月７日㈰
ゴールデンウィークは大凧会館で
” 色んなおもちゃで遊んじゃおう !!”
　コマ、けん玉、パズルやグッド・
トイに選ばれた優良おもちゃで遊べ
る企画を行います。

４月29日㈷～５月７日㈰
大人300円、小中学生150円

毎週水曜日、25日㈫

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

企画展　これがトーゴだ。「アフリカ
の笑顔」と称されるトーゴ共和国
　辻旺

お う い ち ろ う

一郎さんはボランティアをしな
がら５か月間にわたってトーゴ共和国に
滞在されました。辻さんが撮りためた
写真を通じてトーゴ共和国の人の温
かさやすばらしさを紹介します。

５月７日㈰まで
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日

商家の美術展
　近江商人の商
家で大切に保管
されていた屏風や掛軸など当館収蔵
の逸品を紹介します。

４月４日㈫～６月23日㈮
大人300円、小中学生150円

論語素読講座（前期　全５回）
　声に出して読むことで音とリズムで
自然と覚える学習法です。論語の素
読に要点の解説を交えて読み進めて
いきます。講師：佐朋登（サポート）
会　松田元

げ ん し ん

信さん
第１回 ４月８日㈯10：00～12：00
てんびんの里文化学習センター
25人（申込み先着順）

参加費500円（別途書籍代1,200円）
筆記用具、テキスト

毎週月曜日

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

あかね文化ホール

音楽の散歩道　Vol.167
　第1部はアンサンブル音

お と か

花の皆さん
によるフルートとピアノの演奏、第２
部はみんなで歌います。

４月13日㈭10：00～11：45  500円
毎週火曜日

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

館蔵資料による
篆
てんこく

刻家の書画
　篆刻は印刀によ
る書 芸 術です。 当
館のコレクションの
中から清末 から近
代までの篆刻家に
よる書画作品を展
示します。

４月15日㈯～６月
４日㈰

大 人500円、高
校生・大学生 300円

毎週月曜日

☎0749-46-0300   050-5802-9800
0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

開館５周年記念特別展示
「シベリア抑留－ユネスコ世界記憶

遺産 舞鶴引揚記念館所蔵品より－」
　 ４月29日㈷は学芸員による展示説
明に続き、舞鶴引揚記念館館長によ
る講演会を行います。

４月29日㈷～９月３日㈰
　（４月29日㈷のみ 9：50に開館）
戦争体験を聞く会

「八日市飛行場とともに･･･」
　語り部：小森章

し ょ う じ

次さん
４月16日㈰13：30～15：00
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日、26日㈬～28日㈮

今月の一冊

『街角図鑑』　
三
み つ ち

土たつお／
編著、実業之日本社

　道端にある三角コーンや車止め
やゴミ箱。よ～く見れば少しずつ
違っています。そんな街中にある
あれこれについてまとめた図鑑が
こちら。街歩きのおともにどうで
すか？

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

中路融人記念館

開館１周年記念 所蔵作品展

　開館１
周年を記
念 し て、
これまで
の展示で人気が高かった作品や未公
開の素描などを展示します。

４月16日㈰～８月20日㈰
大人300円、小中学生150円
中路融人記念館 ☎0748-48-7101
050-5802-3134　 0748-48-7105

毎週月曜日、６月13日㈫～23日㈮

今月の
いち押し

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

　図書館では、幅広い世代に向けて、様々なジャンルの雑誌を400タイトル以上所蔵
しています。市内７館にある雑誌を最寄りの図書館に取り寄せて借りていただけます。
　また、雑誌のバックナンバーは図書館のホームページからも予約が可能です。
　本屋さんであまり見かけない雑誌も所蔵していますので、今まで知らなかった雑誌に出会えるかもしれません。
　たとえば･･･
　 ・「新電気」（電気三種の受験、電気設備の現場技術など電気技術の情報満載）
　 ・「ドゥーパ」（日曜大工やエクステリアなど、ＤＩＹで暮らしを充実させるノウハウぎっしり）
　 ・「Café&Restrant」（カフェ開業・経営のための専門誌。小規模でも強い店をつくる秘密を掲載）
　 ・「ＬＤＫ」（いろんなものをためして比較。“ 比較する女性誌 ”）

図書館にあります、いろんな雑誌！

近江商人博物館


