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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

２日㈬、26日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
ブックトーク＆工作会

　　10日㈭10:30から　 小学生以上
　　 15人（申込み先着順）
　　 木工ボンド

としょかんあそび島 「うちゅう
りょこうへ行こう！」27日㈰まで

としょかんスタンプラリー
「おつきさまをさがせ！」27日㈰まで

毎週月曜日、11日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

５日㈯、９月２日㈯10:30～11:00
26日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、11日㈷、25日㈮

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

能登川図書館

４日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00

「すいかのたね」
　　27日㈰14:00から（28分）

「シェーン」
　　13日㈰14:00から（118分）

よるのおはなし会
　　19日㈯19:00から
　　 親子20組（申込み先着順）

「たんじょうびのおくりもの～と
しょかんにかくされた手紙をさがして
クイズをとこう！～」８月31日㈭まで

毎週月・火曜日、11日㈷

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

蒲生図書館

18日㈮ 10:30～10:50
５日㈯、12日㈯ 11:00～11:30

　　 26日㈯ 10:30～11:00
夏の工作会

　　18日㈮14:00から
　　 15人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、11 日㈷、25日㈮

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

永源寺図書館

17日㈭11:00から
毎週土曜日 11:00～11:30
『ぼくの伯父さんの休暇』

　　12日㈯14:00から（87分）
やさいでぺったん

　　５日㈯10:30から
一日図書館職員体験

　　20日㈰９:30～15:00
　　 小学生　 ５人（申込み先着順）

えほんであそぼ！27日㈰まで
毎週月・火曜日、11日㈷

10日㈭ 10:30～11:00
26日㈯ 13:30～14:00

「ドラえもんのび太のパラレル西
遊記」27日㈰10:30から（93分）

「だるまちゃんのうさぎかぶとを
つくろう！」９日㈬10:30から 

だるまちゃんとあそぼう！
　　24日㈭まで

毎週月・火曜日、11日㈷、25日㈮

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

湖東図書館

２日㈬11:00～11:20
19日㈯、26日㈯ 14:30～15:00
12日㈯15:30から

「野生のエルザ」
　　12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㈷、25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

８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

田義行さんのご協力で、滋賀県内の
スミレについて紹介・展示をします。

９月３日㈰まで 
スズムシ交流会
　スズムシの交換と育て方の情報交
換をします。

８月６日㈰13：30から
20組（申込み先着順）

 飼育中のスズムシ
夏の民具体験
　足踏み式水車「じゃ車」を回す
などの民具体験を行います。

８月19日㈯13：30～16：00の間、
随時（荒天中止）
※濡れてもよい服装でお越しくだ
さい。

能登川博物館の前庭
毎週月・火曜日、11日㈷

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

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。

８月29日㈫まで
入館料（大人300円、小中学生150円）

毎週水曜日、22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.171
　第1部は河合唯さんによるピアノ演
奏、第2部はみんなで歌います。

10日㈭10:00～11:45
500円

毎週火曜日、14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
８月20日㈰10：00～12：30、15：00～16：00

◆南極の氷の音を聴いてみよう！
８月20日㈰12：30～13：30 

毎週月曜日

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

　
展覧会　「扇面の書画」・ 「江戸・明
治の手習い本」・「地元のうちわ展」

９月18日㈷まで
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

平和を祈念する日事業「今こそ語ろ
う、語り継ごう！戦争のことを・・・」
　戦争体験者からのお話を聞く会、映
画上映会、平和祈念セレモニー、平和
コンサート、ボランティアによる戦時
食提供や創作劇などを開催します。

８月13日㈰から15日㈫まで
夏休みは平和祈念館で学ぼう！

「夏のピーススクール」
８月1日㈫、6日㈰、9日㈬、14日㈪、

19日㈯いずれも14：00から
※内容は各回で異なります。

小学６年生～中学３年生
見学ワークシートにチャレンジして、
世界に１つだけの缶バッジを作ろう！

８月31日㈭まで　
なし

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

中路融人記念館

開館１周年記念ー所蔵作品展ー（後期）
　開館１周年を記念して、これまで
の展示で人気の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

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

近江商人博物館

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。

10月９日㈷まで
大人 300円、小中学生 150円

ワークショップ　鳥 水辺の生物を描こう！
　鳥などの水辺にすむ生物のはく製
を近くで観察して、好きなように描い
てみましょう。（講師：洋画家 猪ノ田
裕樹さん）

８月５日㈯13:30～15:30
てんびんの里文化学習センター
15人（申込み先着順）
300円　 筆、筆洗、あれば絵の具　　

毎週月曜日

今月の一冊

『ブリューゲルへ
の招待』
朝日新聞出版

　16世紀の農民画家として知られ、
最高傑作の絵画「バベルの塔」が
来日中のブリューゲルは、実は都
会で暮らした売れっ子画家で、農
村を取材して描いたそうです。
　画家ブリューゲルの生涯につい
て分かりやすく解説している書籍
で美術初心者にもオススメです。

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

元南極観測隊員

・朝日新聞記者によるお話会

　実際に南極で
越冬した人から
お話が聞けます。
講 師： 中 山 由 美
さん（第45次・第
51次観測）

８月20日㈰13:00～14:00
30人（申込み先着順）　

 西堀榮三郎記念探検の殿堂
☎0749-45-0011　 050-5802-2291

0749-45-3556

今月の
いち押し

　夏休みにぜひ読んで欲しい、図書館職員オススメの本を紹介する『夏によむ
よむ』。小学校低学年・中学年・高学年向けと中学生向けの全4種類を夏休み前
にそれぞれ市内の小中学校で配布しました。
　また、図書館では「よむよむ」コーナーや、
自由研究に役立つ本などを集めたコーナーを
設置しています。他にも、夏休み中は各館で
工作会など、いろいろな催しもあります。
　ぜひ、夏休みは家族みんなで図書館へお越
しください！

今年も「夏によむよむ」


