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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

１日㈬、25日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
『人生、いろどり』

　　25日㈯ 13:30から（112分）
ちくちくの会　作品展

　　14日㈫12:00～12月３日㈰15:00
ワークショップ 「縫ってみませんか？」

　　18日㈯ 14:00～16:00
　　 20人（申込み先着順） 200円

毎週月曜日、３日㈷、23日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

４日㈯、12月２日㈯ 10:30～11:00
11日㈯、25日㈯ 10:30～11:00

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

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

能登川図書館

10日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『ひとまねこざる』

　　５日㈰14:00から（30分）
『続　男はつらいよ』

　　12日㈰ 14:00から（93分）
「メディアと子どもの成長」

　　田澤雄作さん講演会
　　９日㈭ 14:00～15:30
　　 80人（申込み先着順）

開館20周年記念展
　　「タイムスケール20YEARS」
　　11月12日㈰まで

ルピナスさんの会スペシャルおはなし会　
　　26日㈰ 14:00～15:00

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

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

五個荘図書館

９日㈭ 10:30～11:00
４日㈯、25日㈯ 11:00～11:30
『バーバパパのいえさがし』

　　26日㈰10:30から（25分）
こどもアートキャラバン

　　「光るクモの巣をつくろう」
　　26日㈰ 13:30～16:00
　　 園児から小学３年生までの
　　　子どもと保護者
　　 20人（申込み先着順）
　　 １人100円

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

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

湖東図書館

１日㈬11:00～11:20
18日㈯、25日㈯14:30～15:00
11日㈯15:30から

『たそがれ清兵衛』
　　11日㈯ 14:00から（129分）

毎週火曜日、３日㈷、23日㈷

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

永源寺図書館

９日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30
『利休』

　　18日㈯ 14:00から（135分）
みんなのふるさと祭り

　　良い夜いコンサート
　　10日㈮ 19:00～21:00

展示「ちいさな着物遊び」
　　25日㈯～12月15日㈮

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

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

蒲生図書館

17日㈮ 10:30～10:50
４日㈯、11日㈯ 11:00～11:30

　　 25日㈯ 10:30～11:00
毎週月・火曜日、３日㈷、５日㈰

※５日㈰は「いきいきあかねフェア」
の開催につき、来館者駐車場の確保
が難しいため臨時休館します。

■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

11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

開館20周年記念展
｢タイムスケール20ＹＥＡＲＳ」
　能登川博物館・図書館・埋蔵文化
財センターの開館20周年を記念した
３館合同の企画展を実施します。

11月12日㈰まで
国重要文化財「雪野山古墳出土品」
特別公開
　国史跡雪野山古墳出土の遺物 ( 重
要文化財指定）を展示・紹介します。

11月17日㈮～12月３日㈰
オリジナルリース創り
　ツルや木の実などを採取し、オリ
ジナルリースをつくります。

12月９日㈯
13：30～16：00

30人（申込
み先着順）

300円
軍手、剪定

バサミ、箱（リース用）
11月25日㈯10：00から受付

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

　「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）-」
　9月30日㈯に台北植物園で行われ
た探検家・早田文蔵の記念事業と遺
産について概要を紹介します。
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」
　『感性』を高めることを目的とした
展覧会です。「美を追求する」作家
66人の作品をご堪能ください。

12月３日㈰まで
大人300円、小中学生150円

※市民は無料
毎週月曜日、24日㈮

※改修工事のため、12月４日㈪～平
成30年３月下旬は休館します。

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

近江商人博物館

「転ばぬ先の家訓 - 近江商人の知恵
の結晶 -」
　近江商人が残した心に留めておき
たい家訓を紹介します。

12月24日㈰まで
大人300円、小中学生150円

「刀剣の美　鑑賞のツボ」（２回講座）
　日本刀の製作工程、歴史、鑑賞
の仕方を日本刀のプロに教わります。
鍛刀場見学もあります。講師：日本
美術刀剣保存協会京都府支部理事
村井信夫さん、刀匠　北川正忠さん

①11月18日㈯13：30～15：30
 　②11月25日㈯13：00～16：00

初心者（①②両方参加できる人）
20人（申込み先着順、初めての人優先）
① 500円、② 1,000円
11月15日㈬まで

毎週月曜日

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

東近江大凧会館

秋の特別企画
「北海道の凧と郷土玩具展」

　北海道の凧と郷土玩具を展示します。
11月26日㈰まで
入 館 料（ 大 人

300円、小中学生
150円）

毎週水曜日、
24日㈮、28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
11月19日㈰まで
大人1,000円、高校・大学生800円

※市民は無料
篆
て ん こ く

刻講座「一日講座」
11月19日㈰10：00～16：00
5,000円（材料費込み）
20人（申込み先着順）

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「得
うるっぷとう

撫島から北サ
ハリン・オハ捕虜収容所へ」
　語り部：山中隆一さん

11月12日㈰13：30～15：00
80人（当日先着順）

映画上映会「二十四時間の情事　ヒ
ロシマ・モナムール」（91分）

11月26日㈰13：30から
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日

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

あかね文化ホール

音楽の散歩道　Vol.174
　第１部は辻寛子さん、今堀智子さ
ん、山本哲子さんによるチェロ、ピア
ノ、声楽演奏、第２部はみんなで歌
います。

11月９日㈭10：00～11：45  500円
Ｈ

は も り べ

ＡＭＯＲＩ－ＢＥコンサート2017
　家族で楽しむ日本の歌コンサート

11月25日㈯14：00開演（13：30開場） 
中学生以上2,500円、３歳～小学

生 1,500円（当日券各200円増、家族
割引500円）

毎週火曜日、19日㈰、20日㈪、
　24日㈮

今月の一冊

『メディアにむし
ばまれる子ども
たち‐小児科医
からのメッセージ』
　田澤雄作・著　教文館
　テレビ、ＤＶＤ、インターネッ
ト、スマートフォン ･･･ 少し前まで
なかった便利なものが子どもたち
の成長に与える影響を多くの事例
をもとに教えてくれます。
　子どもに関わるすべての大人に
読んでほしい本です。

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

「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
作品から魅力をひもときます。

12月10日㈰まで
　９：30～17：00（入館は16：30まで） 

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

今月の
いち押し

　ガリ版印刷発祥の地である蒲生地区。23日㈷にガリ版伝承館
で開催されるガリ版祭りの一環として、髙部晴

せいいち

市さんの原画展を
蒲生図書館で開催します。全てガリ版を使って制作された作品
は、どこか懐かしい風合いとユーモアあふれる絵が魅力です。
　期間：11月11日㈯～ 12月３日㈰　10:00～18:00
　会場：蒲生図書館
　◆関連イベント「みんなでガリガリ　髙部晴市ワークショップ」
　　11月23日㈷10：00から　 15人（申込み先着順）

絵本作家　髙部晴市さんの
　原画展＆ワークショップを開催します！


