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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

６日㈬、16日㈯11:00～11:30
毎週土曜日14:30～15:00
『死刑台のエレベーター』

　　16日㈯13:30から（92分 /字幕）
冬のおたのしみ会（おはなしと工作）

　　９日㈯14:30～15:30
　　 親子15組（申込み先着順）

毎週月曜日、23日㈷、年末年始

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

２日㈯10:30～11:00
９日㈯10:30～11:00
マーガレットのひと足はやいクリ

スマスおはなし会（絵本の読み語り、
ハンドベルコンサートなど）
　　３日㈰10:30～11:30

毎週月・火曜日、23日㈷、年末年始

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

能登川図書館

１日㈮10:30～11:00
2日㈯、16日㈯、23日㈷14:30～15:00
『カサブランカ』

　　10日㈰14:00から（103分 /字幕）
『スヌーピーとチャーリー・ブラ

ウンのクリスマス物語』
　　24日㈰14:00から（25分）

わらべうたであそぼ！
　　９日㈯10:30～11:00

トトロの森おはなし会スペシャル
　　９日㈯14:30～15:00

毎週月・火曜日、年末年始

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

五個荘図書館

14日㈭10:30～11:00
16日㈯11:00～11:30

『マドレーヌのクリスマス』
　　24日㈰10:30から（23分）

ひまわりさんの冬のおはなし大会
（大型絵本の読み語り、ぺープサート、

工作など）
　　２日㈯10:30から

毎週月・火曜日、23日㈷、年末年始

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

湖東図書館

６日㈬11:00～11:20
16日㈯14:30～15:00

９日㈯15:30から
『日の名残り』

　　９日㈯14:00から（134分 /字幕）
毎週火曜日、23日㈷、年末年始

☎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
『アラバマ物語』

　　16日㈯14:00から（129分 /字幕）
展示「ちいさな着物遊び」

　　15日㈮まで
冬のスペシャルおはなし会

　　17日㈰14:00～15:00
毎週月・火曜日、23日㈷、年末年始

☎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、23日㈷、年末年始

■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

12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

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。

12月３日㈰まで
冬の民具体験～唐

と う み

箕・石臼体験～
　ソバの実を唐箕
で選別し、石臼で
挽いて、ソバ打ち
体験をします。

12月16日㈯13：30～15：30
15人（申込み先着順）

材料費300円
エプロン、三角巾、大きめのボウル、

飲み物、お箸
12月１日㈮10：00から

第124回企画展
｢ちょっと昔の道具たち2018」
　ちょっと昔に使われていたさまざ
まな道具を紹介します。

12月22日㈮～２月18日㈰
毎週月・火曜日、29日㈮～1月4日㈭

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

東近江大凧会館

“ たのしさいっぱい ”
クリスマスの凧と絵本
　サンタクロース、トナカイ、雪だる
ま、ベル、星、プレゼント箱などの
凧と絵本を展示します。

12月25日㈪まで
入館料（大人300円、小中学生150円）

大凧を年賀状にお使いください！
　来年の干支である「戌

いぬ

」の絵が描
かれた大凧のスタンプと２畳敷きサ
イズの凧を設置します。スタンプの
押印や大凧を撮影して年賀状にご利
用ください。（イラストはホームペー
ジからダウンロードできます。http://
oodako.net/）

12月25日㈪まで
毎週水曜日、26日㈫～１月２日㈫

☎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

毎週月曜日、28日㈭～1月4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
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日、28日㈭～1月4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
「幼き日々を振り返って…- 父を亡くし

た少年が見た戦争 -」
　語り部：土田修司さん

12月10日㈰13：30から
80人（当日先着順）

戦争遺跡分布調査報告会
大津陸軍墓地が語る兵士のすがた
-日清戦争期を中心にして-
　講師：公益財団法人滋賀県文化財
保護協会　辻川哲郎さん
　大津陸軍墓地に残された多くの墓
碑を手掛かりに、日清戦争期を中心
に兵士の姿をたどります。

12月17日㈰13：30から
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日、27日㈬～１月６
日㈯

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

展覧会
「中国書画」、「古典を伝える教科書」

１月21日㈰まで
大人500円、高校・大学生300円

冬の音楽イベント「Dixie Land Jazz」

12月10日㈰13：30～15：30
前売券800円、当日券1,000円

毎週月曜日、27日㈬～１月3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.175
　第１部は山北留美さんによる声楽
演奏、第２部はみんなで歌います。

12月14日㈭10：00～11：45 
500円

毎週火曜日、24日㈰、25日㈪、29
日㈮～１月３日㈬

※西堀榮三郎記念探検の殿堂は、改
修工事のため、12月４日㈪から平成
30年３月下旬まで休館します。

今月の一冊

『おおきいツリー
ちいさいツリー』
　ロバート・
バリー著　大日本図書

　ウィロビーさんのお屋敷に、立
派なクリスマスツリーがやってき
ました。長すぎて切られたツリー
の先っぽをもらったアデレードは、
またその先を切り…。
　たくさんの家におすそ分けの木
と幸せが届きます。

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

凧作り教室

サンタクロースの凧を作ろう

　親子でサンタクロースの
形をした凧を
作ります。

12月23日㈷
　９：00～12：00

500円
４歳以上の子ども

と保護者
親子25組（申込み先着順）
東近江大凧会館　☎0748-23-0081
050-5801-1140　 0748-23-1860

今月の
いち押し

　　　　　　　東近江市出身の若き演奏家「レーヴ・パピヨン」によるクリスマスにちなんだコ
ンサートです。冬のひと時にオーボエとヴァイオリンの音色をお楽しみください。

　日時 12月10日㈰ 14:00～15:15（開場は13：45から）
　会場 湖東図書館　視聴覚ホール
　定員 50人（申込み先着順）　
　曲名 「キラキラ星変奏曲」、「Winter Wonderland」ほか
◆レーヴ・パピヨン
　オーボエ　田中佑美さん（東近江市出身）　
　ヴァイオリン　渡辺優貴さん

 湖東図書館 クリスマスファミリーコンサート

年末年始の休館日

12月29日㈮～１月４日㈭

※休館中の返却はブックポスト
をご利用ください。


