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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

６日㈬、30日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
『嵐を呼ぶ男』

　　16日㈯ 13:30から（100分）
毎週月曜日、19日㈫、23日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

２日㈯ 10:30～11:00
９日㈯ 10:30～11:00
毎週月・火曜日、20日㈬、23日㈷

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

五個荘図書館

14日㈭ 10:30～11:00
２日㈯、16日㈯ 11:00～11:30
『ネズミあなのネコの物語』

　　17日㈰10:30から（24分）
ゴーヤ写真展

　　８日㈮～15日㈮
毎週月・火曜日、20日㈬、23日㈷

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

湖東図書館

６日㈬11:00～11:20
16日㈯、30日㈯14:30～15:00

９日㈯15:30から
『シコふんじゃった。』

　　９日㈯ 14:00から（105分）
毎週火曜日、18日㈷、23日㈷

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

永源寺図書館

21日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30
『神田川』

　　16日㈯ 14:00から（84分）
オオルリボシヤンマをさがしに行

こう！
　　16日㈯ 10:00から
　　 20 人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、20日㈬、23日㈷

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

能登川図書館

１日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『小公女』

　　24日㈰14:00から（98分）
『虹をつかむ男』

　　10日㈰ 14:00から（120分）
「子どもにとどけ！夢のたね展

- マレットファンがやってくる -」
　　６日㈬～10月22日㈰

毎週月・火曜日、20日㈬

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

蒲生図書館

15日㈮ 10:30～10:50
２日㈯、９日㈯ 11:00～11:30

　　 16日㈯ 10:30～11:00
毎週月・火曜日、20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

９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・展示しています。

９月３日㈰まで
猪子山探検隊～タカの渡り～
　猪子山でタ
カの渡りを観
察します。

９月16日㈯
９：00～12：00
 雨天中止

猪子山山頂
　（北

きたむきいわやじゅういちめん

向岩屋十一面観音前）集合
30人（申込み先着順）
双眼鏡（お持ちであれば）
９月２日㈯10：00から受付

秋を染めよう
　染色体験をします。何で染めるか
はお楽しみ。

10月１日㈰13：30～16：00
材料代500円～1,000円
10人（申込み先着順）
エプロンまたは汚れてもよい服装
９月16日㈯10：00から受付

毎週月・火曜日、20日㈬

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

共催展 東近江の芸術を愛する会・
西堀榮三郎記念探検の殿堂「追求の
先に･･･ 美を拓くものたち展 Part５」
　西堀榮三郎は「今あるものを改良
してさらによくする、あるいは新しい
ものを創造するときには『感性』を
みがく必要がある」と説いています。

「追求する」作家の本物の作品と出
会い、「感性」を高めましょう！

９月16日㈯～12月３日㈰
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日（18日㈷は開館）、
　19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

ギャラリートーク
　学芸員が作品の見どころを解説。

９月９日㈯13:30～14:00
特別夜間無料開館

９月23日㈷17：00～21：00
毎週月曜日（18日㈷は開館）、

　19 日㈫

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

中路融人記念館

みずのかたち - 融人が出逢った水遺産 -
　水と中路融人さんの密接な関係
は、潤いあふれる作品の端々から感
じることができます。日本遺産「琵
琶湖とその水辺景観―祈りと暮らし
の水遺産」の各構成文化財が主題の
作品から、その魅力をひもときます。

９月２日㈯～12月10日㈰
　９：30～17：00（入館は16：30まで） 

大人300円、小中学生150円
特別夜間無料開館

９月23日㈷17：00～21：00
毎週月曜日（18日㈷は開館）、

　19 日㈫

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

近江商人・野口家十一屋コレクション展
　旧蒲生町に本家を置く近江商人

「十一屋」野口家。その４代目当主正
忠が収集した優品を展示します。

９月23日㈷～11月19日㈰
大人1,000円、高校・大学生800円

アンティークオルゴール鑑賞会
９月24日㈰14:30～15:30

毎週月曜日

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

滋賀県平和祈念館

第18回企画展示「戦時のくらし モノ
がたり - もの不足 食糧不足 -」

９月９日㈯～12月24日㈰
※９月９日㈯13:30から学芸員が展示
品を解説します。
大人のための歴史教室（３回連続講座）
　「映画で考える歴史」と題し、大
人のための歴史教室を開催します。
講師：佛教大学教授　原田敬一さん
第１回「ジョン・フォード『駅馬車』
と南北戦争」

９月23日㈷14：00～15：30
80人（要申込み）

毎週月・火曜日（18日㈷は開館）、
　６日㈬～８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.172
　第１部はブーケデノートの木管演
奏、第２部はみんなで歌います。

９月14日㈭10：00～11：45  500円
悠久の丘 お月見コンサート
　１部はレイクサイドウインドオーケ
ストラミニコンサート、２部はニッポ
ンを楽しむ～うた×音：塚田陵

りょうこ

子・
梶尾瑞穂・和太鼓凛、お月見屋台村

９月23日㈷18：50開演 
東近江市悠久の丘あかね古墳公園

毎週火曜日、17日㈰、18日㈷、
　25日㈪

今月の一冊

『３ステップ上
達法　はじめて
の花の活け方』　
永塚慎一／著 　誠文堂新光社
　花を飾ってみたいけれど、難し
いのはちょっと…そんな人でも大
丈夫。使う道具はハサミだけ。ア
レンジのプロが、簡単に美しく活
ける方法を紹介しています。
　気軽に楽しく、彩りのある暮ら
しを始めてみませんか？

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

「分類學トハ如何ナル

モノカ？-台湾植物界

の父・早田文蔵 （前半） -」

　探検家・早
は や た

田文
ぶ ん ぞ う

蔵
は、台湾の植物学の
パイオニアとして高く
評価されています。今
秋、台北植物園で行われる記念事業
について紹介するとともに、早田の
遺産について概要を紹介します。

９月13日㈬～12月３日㈰
大人300円、小中学生150円
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

　市立図書館は、だれもが地域でいきいきと暮らすことを支える図書館となることを目指
しています。
　９月21日㈭は「世界アルツハイマーデー」と定められており、世界中で認知症への理解
を呼びかけるための様々な取組が行われます。
　市立図書館でも認知症に関する本や資料の特設コーナーを設置し、認知症の知識や
予防、治療についての本、家族や支援者の皆さん向けの情報などを発信しています。
　ぜひご利用ください。

認知症支援情報コーナーをご利用ください！　９月30日(土)まで

☆おすすめの 1 冊☆
『認知症予防におすすめ図書館利用術』結城俊也／著　日外アソシエーツ／刊

　本を探す・読むといった知的活動や図書館行事への参加による社会交流などにより、
脳に刺激を与えて活性化を促し、認知症予防につなげるという図書館活用法を紹介しています。


