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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
『グッド・ウィル・ハンティング』

　　17日㈯ 13:30から（127分）
子どもと本をむすぶ連続講座②

　　『子どもたちの心にことばの種を』
　　講師　大舩めぐみさん
　　31日㈯ 10:15～12:00
　　 40人（申込み先着順）

毎週月曜日、21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
『さくら 夢よ、咲け』

　　17日㈯ 14:00から（109分）
春のスペシャルおはなし会

　　11日㈰ 14:00～15:00
毎週月・火曜日、21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
『常味裕司  ウードの調べ』

　　アラブ音楽の弦楽器・ウード演
　　奏の第一人者によるコンサート
　　17日㈯ 19:15 から
　　 70人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、21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
『バーバパパのおんがくかい』

　　30日㈮10:30から（26分）
　　『おやゆび姫』
　　30日㈮11:00から（29分）

はやしますみ絵本原画展
　　『たんぼレストラン』へようこそ！
　　25日㈰まで

毎週月・火曜日、21日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

３日㈯10:30～11:00
10日㈯、24日㈯10:30～11:00

毎週月・火曜日、21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㈯、31日㈯ 14:30～15:00
10日㈯15:30から

『おとうと』
　　10日㈯ 14:00から（98分）

てんとうむしのスペシャルおはなし会
　　24日㈯ 13:30～14:30

毎週火曜日、21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（10日㈯を除く）

　　14:30～15:00
『ドラえもんのび太とブリキの迷宮』

　　25日㈰14:00から（101分）
『晩春』

　　11日㈰ 14:00から（110分）
子どもと本をむすぶ連続講座①

　　『読む力が未来をひらく』
　　講師　脇明子さん
　　10日㈯ 14:00～16:00
　　 70人（申込み先着順）

『わらべうたであそぼ！』
　　24日㈯ 10:30～11:30　要申込

毎週月・火曜日、21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

3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

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。

３月４日㈰まで
　（最終日は 13：00まで）
能登川南小学校調べ学習発表会
＆ダルマ展示
　能登川南小学校６年生の成果発表
会と、授業で制作した郷土玩具の近
江ダルマを展示します。

３月７日㈬～３月16日㈮
第125回企画展 「東近江市の縄文土器」
　縄文土器の文様の説明と、そこか
ら見える当時の社会に迫ります。

３月22日㈭～５月６日㈰
毎週月・火曜日、21日㈷

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

東近江大凧会館

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。

３月11日㈰まで
大人300円、小中学生150円

毎週水曜日（21日㈷は開館）、
22日㈭、27日㈫

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

企画展「西堀流・愉しみながらやれ！
- 自主主義で創造性の発揮を -」
　「第57次越冬隊」「探検家・早田文
蔵研究」など、専門性を生かし困難
をも楽しむ姿を紹介します。

３月21日㈷～９月９日㈰
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日

☎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。　

３月24日㈯13：30～14：00
大人300円、小中学生150円

12日㈪、22日㈭、26日㈪

商家に伝わるひな人形めぐり
　近江商人の
家に古くから
伝わるひな人
形を一堂に展
示します。花
結びとのコラボもお楽しみください。

３月21日㈷まで
大人300円、小中学生150円

12日㈪、22日㈭、26日㈪

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

滋賀県平和祈念館

開館６周年事業
「開館から６年をむかえます」

　新作ＤＶＤの上映会、戦時食の提
供、創作劇の上演などを一日を通し
て行います。

３月11日㈰ 10：00～16：40  
戦争体験を聞く会
 「命を守った鉄かぶと
-大阪空襲・住友金属での体験談-」

３月11日㈰ 13：40～15：10
80人（当日先着順） 

毎週月・火曜日

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

企画展「近江仏画めぐり」
３月21日㈷まで
大人500円、高校・大学生300円

商家に伝わるひな人形めぐり
「我家の雛飾り - 小幡人形編Ⅱ -」

３月21日㈷まで
高校以上200円

土曜講座「近代中国画の仏たち」
３月10日㈯13:00～14:00
20人（申込み先着順） 500円

12日㈪、22日㈭～31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.178
　第1部は今崎絵里子さん（ピアノ）
の演奏、第２部はみんなで歌います。

３月８日㈭10：00～11：45  500円
第８回がもう組歌声喫茶
　懐かしの歌謡曲や青春のフォーク
ソングをみんなで歌います。

３月18日㈰14：00～16：00  300円
人形劇団　森のどんぐりさん 公演
　家族みんなで人形劇を楽しもう！

３月24日㈯10：30～11：30　
100人（当日先着順）

毎週火曜日、22日㈭

今月の一冊

『熊を彫る人』　　
（写真）在本彌生
（文）村岡俊也　　
／小学館

　阿寒湖畔でノミを振るう彫刻家
藤
ふ じ と

戸竹
た け き

喜さんの彫る木の熊は、毛
並や肉付きなど今にも動き出しそ
うな生命力に溢れています。その木
の熊にはアイヌの人たちの歴史や
文化、自然観が凝縮されています。

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

西堀榮三郎記念室
21日㈷リニューアルオープン
◆記念式典と関連イベント
14：00～15：40 記念式典、14：50～15：
00 南極・昭和基地からの LIVE 映像配
信、15：00～15：30 第59次 南 極 地 域 観
測隊との LIVE 交信、式典終了後は毎時
15分と45分に記念室を案内します。
◆西堀工房ひろば
　車型ロボットのプログラミングな
ど、記念室で今後実施する内容を体
験することができます。

３月21日㈷ 13：00～17：00
西堀榮三郎記念探検の殿堂

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

20日㈫まで、26日㈪

今月の
いち押し

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

近江商人博物館

　五個荘図書館では、はやしますみさん（絵本作家）の『たんぼレストラン』
絵本原画展を開催中です。能登川地区から野洲市周辺の田んぼやその周り
に棲む生き物たちをモデルにして描い
た作品です。
　楽しい生きものたちの世界をご覧く
ださい。ご来場をお待ちしています。

　日時　３月25日㈰まで　
　場所　五個荘図書館

はやしますみ絵本原画展

「たんぼレストラン」へようこそ！　開催中！


