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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
『地下室のメロディー』

　　８日㈯ 13:30から（103分）
夏のおたのしみ会と工作会

　　29日㈯ 14:30～15:30
　　 親子15組（申込み先着順）

としょかんあそび島
　　「うちゅうりょこうへ行こう」
　　21日㈮～８月27日㈰

毎週月曜日、18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、19日㈬、28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

ひまわりさんの夏のおはなし大会
　　８月３日㈭ 10:30～11:30

『のばらの村のものがたり
　　小川のほとりで』
　　23日㈰10:30から（25分）

だるまちゃんとあそぼう！
　　29日㈯～８月24日㈭

だるまちゃんをつくろう！
　　29日㈯10:30から

毎週月・火曜日、19日㈬

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

湖東図書館

５日㈬、８月２日㈬11:00～11:20
15日㈯、29日㈯14:30～15:00

８日㈯15:30から
『かあちゃん』

　　８日㈯ 14:00から（96分）
『絵本あれこれ読み方いろいろ

　　こどももいろいろ』
　　22日㈯ 10:30～12:00
　　講師：加藤啓

け い こ

子さん
　　主催：ルピナスさんの会

毎週火曜日、17日㈷

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

永源寺図書館

20日㈭ 11:00 から
夏のスペシャルおはなし会

　　29日㈯ 14:00～15:00
毎週土曜日 11:00～11:30
『ガクの冒険』

　　15日㈯ 14:00から（55分）
えほんであそぼ！

　　21日㈮～８月27日㈰
毎週月・火曜日、19日㈬、28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
『ベイブ』

　　23日㈰14:00から（92分）
『菊次郎の夏』

　　９日㈰ 14:00から（121分）
夏休みつくってあそぼう工作会

　　30日㈰ 10:30～11:30
　　 親子15組（申込み先着順）

毎週月・火曜日、19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
夏の工作会

　　28日㈮ 14:00～
　　 15 人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、19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

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123回企画展
｢滋賀のスミレ写真展」
　植物研究家のワイルド池本さんと
澁
し ぶ た

田義行さんの協力で、滋賀県内の
スミレについて紹介・展示します。

７月26日㈬～９月３日㈰
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29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、魚捕り網（お持ちであれば）
　汚れてもいい服装でご参加ください。

７月１日㈯10：00から受付
トンボ観察会
　博物館周辺と琵琶湖でトンボを観
察します。

８月５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、かご（お持ちであれば）
７月１日㈯10：00から受付

毎週月・火曜日、19日㈬、28日㈮

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

東近江大凧会館

「立体切絵」実演会
　一枚の紙とハサミを使い立体の昆
虫を作る実演を行います。

７月16日㈰ ①10：30～11：30、
　　　　　　②13：30～14：30

大人300円、小中学生150円
「昆虫竹細工」体験教室

　竹で昆虫を作ります。
８月６日㈰ クワガタ
８月27日㈰ カマキリ ①10：30～11：30、

　②13：00～14：00、③14：30～15：30
６歳以上（小学生以下は保護者同伴）
各10人（申込み先着順）
1,000円

７月10日㈪８：30から受付
毎週水曜日、18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。

９月10日㈰まで
大人300円、小中学生150円

◆大型雪上車・内部見学会
７月16日㈰10：00～12：30、15：00～16：00

◆南極の氷の音を聴いてみよう！
７月16日㈰12：30～13：30 

毎週月曜日（17日㈷は開館）、18
日㈫

生涯一画家 北村富三展
　五個荘地区出身の洋画家。戦中戦
後の混乱の中で、自らの命を移行す
るかのように描き続けた作品とその
生涯に迫ります。

７月22日㈯～10月９日㈷
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日（17日㈷は開館）、18
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公
開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

ギャラリートーク
　学芸員が作品の見どころを解説します。

７月１日㈯13：30～14：00
毎週月曜日（17日㈷は開館）、18

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.170
　第1部ははなちゃんずによるよし笛とギ
ターの演奏、第２部はみんなで歌います。

７月13日㈭10：00～11：45  500円
杉田二郎＆ばんばひろふみコンサート
　「『いちご白書』をもう一度」などを
お聞きいただけます。

７月15日㈯15：00開演 
前売券3,500円（当日4,000円）

毎週火曜日、17日㈷

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

夏休み子ども博物館
　いろんな体験教室があります。

７月22日㈯～８月31日㈭
毎週月曜日

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

滋賀県平和祈念館

戦争体験を聞く会（ 企画展示関連講演会）
「８月９日のソ連軍侵攻からシベリア抑留へ」
　語り部：礒

い そ だ

田稔さん
７月16日㈰13：30～15：00
80人（当日先着順）

映画上映会  ドキュメント
「パールハーバー 日米の運命を決めた日」

７月30日㈰13：30～（88分）
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日（17日㈷、24日㈪、
25日㈫、31日㈪は開館）

今月の一冊

『OUTDOOR 
LIFE with 
DOGS　犬とキャンプ！』　　
　スノーピーク／監修
　マガジンハウス
　夏はやっぱりキャンプですよね。
今年の夏は犬と一緒に野山へ出か
けてみませんか？
　自然の中で思いっきり遊んで食
べて寝転べば、人も犬も大満足の
一日になりそうです。

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

東近江大凧会館

夏休み特別企画 

「紙と竹で作るいきものの世界」

　　　～昆虫と恐竜たち～
　一枚の紙でできた
立体切紙と竹ででき
た竹 細工の昆 虫や
恐竜を展示します。

７月13日㈭～８月29日㈫
大人300円、小中学生150円
東近江大凧会館  ☎0748-23-0081
050-5801-1140　 0748-23-1860

今月の
いち押し

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

　書家・磯部南
な み お

海雄さんと陶芸作家・中野亘
わたる

さんによる自然への思いを表現
した企画展です。書と陶、二つの切り口を融合させ、地球という命のゆりか
ごへの思いを表現します。ぜひご覧ください。
　 ７月23日㈰まで　10:00～18:00（※最終日は16:00まで）
　 能登川図書館・博物館ギャラリー
　◆関連イベント　ギャラリートーク　７月２日㈰ 14:00～( 申込み不要 )
　 能登川図書館　☎0748-42-7007　 050-5801-7007　 0748-42-8123
　 毎週月・火曜日、７月19日㈬

書/磯部南海雄　陶/中野亘　二人展
　　　　　　　　－地球に生きる－

近江商人博物館


