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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

７日㈬、24日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
『雨あがる』

　　17日㈯ 13:30から（91分）
毎週月曜日、23日㈮

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

永源寺図書館

８日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30
『華麗なるギャツビー』

　　17日㈯ 14:00から（114分）
永源寺ものづくり展

　　６月11日㈰まで
毎週月・火曜日、19日㈪～23日㈮

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

湖東図書館

７日㈬11:00～11:20
17日㈯、24日㈯14:30～15:00
10日㈯15:30から
『ショーシャンクの空に』

　　10日㈯ 14:00から（143分）
毎週火曜日、23日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

３日㈯、７月１日㈯10:30～11:00
10日㈯、24日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、23日㈮

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

五個荘図書館

８日㈭10:30～11:00
24日㈯ 13:30～14:00

『くまのプーさん』
　　25日㈰10:30から（74分）

毎週月・火曜日、23日㈮

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

能登川図書館

２日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『わんわん！スナッフィー』

　　25日㈰14:00から（40分）
『二都物語』

　　11日㈰ 14:00から（117分）
『書／磯部南

な み お

海雄　陶／中野亘
わたる

　
二人展』- 地球に生きる -
　　７日㈬～７月23日㈰

毎週月・火曜日、23日㈮

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

蒲生図書館

16日㈮ 10:30～10:50
３日㈯、10日㈯ 11:00～11:30

　　 24日㈯ 10:30～11:00
ハッチョウトンボ観察会

　　17日㈯10:00～12:00
　　 20人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、23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

６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 雄 さん のス
ケッチ画を紹介しています。

６月４日㈰まで
夏の夜の昆虫観察会
　博物館の前庭で昆虫を観察します。

７月22日㈯19：30～21：00 雨天中止
30人（申込み先着順）

筆記用具、懐中電灯、虫捕り網
６月24日㈯10：00から

毎週月・火曜日、23日㈮

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

南極地域観測・第一次越冬60年記念展　
南極の技術60年の創造力
- 技術屋は、実現の困難とたたかう
ためにいる！-
　 こ の60年 で
発展した南極な
らで は の 観 測
技術・設営技術
と、それを支え
てきた人々を紹
介します。

６月３日㈯～
　９月10日㈰

大人300円、小中学生150円
◆キッズコーナーで体験！

（南極すごろく、紋切り遊びなど）
◆サイエンスカフェ

「南極観測隊員の心得十か条
- 非まじめがイイ !?-」

７月16日㈰13：30～15：00
30人（申込み先着順）

６月16日㈮から
毎週月曜日

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

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出
展の素描などを展示します。

８月20日㈰まで
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日、13日㈫～23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。

６月23日㈮まで
大人300円、小中学生150円

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.169
　1部はパーカッションアンサンブル　
ダミューの演奏、2部はみんなで歌
います。

６月８日㈭10：00～11：45  500円
毎週火曜日、11日㈰

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

京都・崇叡堂文庫名品展
「日本の宮廷と漢詩文」

 　近世以降の
皇 族・公 卿 の
筆 に なる漢 詩
文の 書 を展 示
します。

６月10日㈯～７月17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周年記念特別展示関連映画上映会
「帰還証言 - ラーゲリから帰ったオー

ルドボーイたち -」【後編（抑留編）】
６月17日㈯13：30～
80人（当日先着順）

戦争体験を聞く会
「内湖干拓の勤労動員を経て予科練へ」
　語り部：水波堯

たけし

さん
６月11日㈰

　13：30～
80人

　（当日先着順）
映画上映会

「フェイトレス - 運命ではなく-」
６月25日㈰13：30～（140分）
80人（当日先着順）

「自分史づくり」講座
６月10日㈯14：00～15：30
筆記用具
６月９日㈮まで

「育てて食べよう戦時食Ⅰ」
　戦時中によく食べられたさつまい
もを植えて秋に収穫します。戦時の
野草や食についても学びます。

６月４日㈰９：30～12：00
小学６年生から中学３年生まで
25人（申込み先着順）

毎週月・火曜日

今月の一冊

『中山道道中案内　
関ヶ原から三条
大橋』　
　江竜喜之／編　
　サンライズ出版
　近江の中山道を中心とした13の
宿場について、地元の歴史研究家
たちが地域に残る史料・文献を調
査し、街道沿いの名所・旧跡など
の見所を詳しく解説しています。
　古き良き町並みを、歩いて楽し
んでみませんか。

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

能登川博物館

猪子山探検隊～夏のきのこ～

　猪子山でキノ
コを採集し、ど
んなキノコが生
えているかを調
べます。

７月８日㈯10：00～12：00 荒天中止
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、雨具（小雨の場合）
６月10日㈯10：00から
能登川博物館 ☎0748-42-6761
050-5801-6761　 0748-42-8123

毎週月・火曜日、23日㈮

今月の
いち押し

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

　「蔵書点検」って、ご存じですか？
　もしかすると学校で図書委員だった人は、経験があるかも知れません。
　図書館にある本や雑誌は、東近江市のたいせつな財産です。
　そのたいせつな財産がきちんと棚にあるかを確認するのが「蔵書点検」。
　永源寺図書館の場合、本・雑誌など約13万点のバーコードを、一冊一冊スキャンします。
　そのため、６月19日㈪から 23日㈮までの間、永源寺図書館は休館します。
　休館の期間中、19日㈪は湖東図書館、20日㈫は八日市図書館、21日㈬・22日㈭は永源
寺図書館を除く６館をご利用いただけます。23日㈮は館内整理のため、全７館が休館します。

蔵書点検のため休館します（永源寺図書館）

近江商人博物館


