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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

７日㈬、24日㈯11:00～11:30
毎週土曜日14:30～15:00
いわさゆうこ　えほん原画展

　　25日㈰まで　
紙皿でつくるやさいリース

～お部屋や台所に飾りましょう～
　　絵本作家のいわさゆうこさんに
よるワークショップです。
　　17日㈯14:00～15:30
　　 小学生以上の子どもと保護者
　　 15組（申込み先着順）
　　 はさみ、木工用ボンド

毎週月曜日、11日㈷、23日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

３日㈯、３月３日㈯10:30～11:00
10日㈯、24日㈯10:30～11:00　

毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈮

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

湖東図書館

７日㈬11:00～11:20
17日㈯、24日㈯14:30～15:00

『ロープ』
　　10日㈯14:00から（81分 /字幕）

10日㈯15:30から
毎週火曜日、11日㈷、23日㈮

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

五個荘図書館

８日㈭10:30～11:00
３日㈯、17日㈯11:00～11:30
はやしますみ原画展

「たんぼレストラン」へようこそ！
　　絵本作家はやしますみさんの絵
本「たんぼレストラン」の原画18点と
スケッチなどを展示します。
　　24日㈯～３月25日㈰

はやしますみワークショップ
「とんとん扉とびっくりお面で遊ぼう！」

　　３月４日㈰13:30から
　　 園児から小学校中学年までの
　　　子どもと保護者
　　 20人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈮

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

永源寺図書館

15日㈭11:00 から
毎週土曜日11:00～11:30
『赤い風船』

　　17日㈯14:00から（34分 /字幕）
毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈮

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

能登川図書館

２日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『戦場のピアニスト』

　　11日㈷14:00から（149分 /字幕）
『トムとジェリー ドルービーと

いっしょ３』
　　25日㈰14:00から（53分）

毎週月・火曜日、23日㈮

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

蒲生図書館

16日㈮10:30～10:50
３日㈯、10日㈯11:00～11:30

　　 24日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、11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

２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124回企画展
｢ちょっと昔の道具たち2018」

２月18日㈰まで
春を染めよう
　八日市南高等学校の協力のもと市
の花ムラサキで染色体験をします。

２月18日㈰13：30～16：00
15人（申込み先着順）

材料費実費
ゴム手袋、エプロンなど汚れてもいい服

能登川中学校卒業制作展
　能登川中学校３年生の美術作品を
中心に展示します。

２月21日㈬～３月４日㈰
　（最終日は 13時まで）

毎週月・火曜日、23日㈮

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

東近江大凧会館

特別企画「鬼の凧・福の凧」
　鬼が描かれた凧と福助の凧を展示します。

２月18日㈰まで
大人300円、小中学生150円

ひな人形の凧展
　ひな祭りに合わせて、男雛、女雛、
三人官女、五人囃子などが描かれた
和紙に竹の骨組み
が取り付けられた

「ひな人形の凧」を
展示します。

２月22日㈭～３月11日㈰
大人300円、小中学生150円

毎週水曜日、27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.177
　第1部は男性コーラスグループ「タ
ド・ポールズ」よる声楽演奏、第2部
はみんなで歌います。

２月８日㈭10:00～11:45　 500円
毎週火曜日、25日㈰、26日㈪

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

中路融人記念館

中路融人追悼展
　昨年７月に逝去された中路融人さ
ん。その画業を振り返るべく、40歳
以降の作品と画材などを展示しま
す。絶筆となった「通天橋の秋 寸描」
を始めとするご遺族からの新規寄贈
作品も出展します。

４月15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。　

２月10日㈯13：30～14：00
大人300円、小中学生150円

13日㈫

ロビーコンサート～春よ来い！～
　女声コーラスグループ「花みずき」
によるロビーコンサートを行います。

２月10日㈯14:30から
てんびんの里文化学習センター

折り紙でひな人形を作ろう！
２月17日㈯10:00～11:30
てんびんの里文化学習センター

　２階多目的研修室
20人（申込み先着順）
300円
作品を持ち帰るための袋、のり、

はさみ
花結び体験
　伝統的な花結び
で作品を作ります。

（講師　日本結び
文化学会会員）

２月24日㈯
　13:30～15:30

てんびんの里文化学習センター
　２階多目的研修室

20人（申込み先着順）
500円

はさみ、ピンセット（お持ちであれば）
13日㈫

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

「おひなさまの絵手紙」を描こう
講師　日本画家　垣見真由美さん

２月25日㈰①10:30から、②14:00から
高校生以上200円

13日㈫

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

滋賀県平和祈念館

戦争遺跡分布調査報告会
　県内の戦争遺跡分布調査結果や学
生による測量調査結果を紹介します。

（講師　滋賀県立大学教授　中井均
さん、滋賀県立大学大学院生　杉山
佳奈さん）

２月18日㈰13：30から
80人（当日先着順）

戦争体験を聞く会
「零戦パイロットとして臨んだラバウ

ル空中戦」
２月11日㈷13：30から
80人（当日先着順）

映画上映会
ドラマ「アンネの日記～ The Diary of 
Anne Frank ～」

２月25日㈰ 13：30から（123分）
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日、（12日㉁は開館）

※西堀榮三郎記念探検の殿堂は、改
修工事のため、３月20日㈫まで休館
しています。

今月の一冊

『銭湯は、
小さな美術館』
ステファニー・　
コロイン／著　啓文社書房
　ペンキ絵やタイル、下駄箱だって
立派なアート！銭湯に魅了されたフ
ランス人女性による“ 全国銭湯見
てある記” です。
　市内にも2 軒の銭湯があるので、
皆さんも魅力を探しにお湯に浸か
りに行きませんか？

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

企画展

「近江仏画めぐり」
　東近江地域に伝わ
る仏教絵画を中心に、
地 域が大切に守り伝
えてきた貴重な文化財
を展示します。

３月21日㈷まで
大人500円、

　高校・大学生300円
観峰館　　　　　　  齢

れ い せ ん じ

仙寺所蔵
☎0748-48-4141　 0748-48-5475

今月の
いち押し

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

近江商人博物館

　
　いわさゆうこ　
　　えほん原画展

　日時　２月25日㈰まで
　会場　八日市図書館　２階ギャラリー・集会室　

　土のついたじゃがいも。ころころところがっていきそうなかわいいどん
ぐり。いわささんの描く野菜や木の実は、どれも本物と見間違うほど細
密に描かれています。今回は、えほん「どーんと やさい」シリーズの新作

『にににん にんじん』のほか、えほん『どんぐりノート』や『くだものノート』
などの原画を展示します。また、２月17日㈯のワークショップでは、いわ
ささんと一緒に野菜スタンプを押したリースを作ります。


