
広報ひがしおうみ　2018.4.1　1415　広報ひがしおうみ　2018.4.1

 

図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

４日㈬、28日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
『ひばり捕

とりものちょう

物帖かんざし小判』
　　14日㈯ 13:30から（85分）

毎週月曜日、29日㈷

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

永源寺図書館

12日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30
『シェーン』

　　21日㈯ 14:00から（118分 /字幕）
毎週月・火曜日、29日㈷

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

蒲生図書館

20日㈮ 10:30～10:50
７日㈯、14日㈯ 11:00～11:30

　　 28日㈯ 10:30～11:00
毎週月・火曜日、29日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

７日㈯10:30～11:00
14日㈯、28日㈯10:30～11:00

毎週月・火曜日、29日㈷

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

五個荘図書館

19日㈭10:30～11:00
７日㈯、21日㈯11:00～11:30
『ぞうのババール』

　　22日㈰10:30から（50分）
毎週月・火曜日、29日㈷

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

湖東図書館

４日㈬、５月２日㈬11:00～11:20
21日㈯、28日㈯ 14:30～15:00
14日㈯15:30から

『黄昏』
　　14日㈯ 14:00から（119分 /字幕）

毎週火曜日、29日㈷

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

能登川図書館

６日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『荒野の七人』

　　８日㈰ 14:00から（128分 /字幕）
『のばらの村のものがたり』

　　22日㈰14:00から（25分）
毎週月・火曜日

■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

４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125回企画展　東近江市の縄文土器
５月６日㈰まで

文様クリエーターになろう！
　粘土に縄文の模様をつけるワーク
ショップをします。

４月29日㈷ 13：30から
小学生以上 （10歳未満は保護者同伴）
20人（申込み先着順）　 300円
エプロン（汚れてもよい服装）

猪子山探検隊～春を見つけよう～
　猪子山を散策しながら、春の野草
を観察します。

４月14日㈯ 10：00～12：00 （雨天中止）
猪子山登山口（能登川ひばり保育

園前）集合
30人（申込み先着順）
軍手、ビニール袋

※汚れてもいい服装で参加してください。
毎週月・火曜日

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

東近江大凧会館

～みんな来い！来い！～「鯉の凧展」
４月19日㈭～５月６日㈰
大人300円、小中学生150円

ゴールデンウィークは東近江大凧会館で
“色んなおもちゃで遊んじゃおう！！”
　コマ、けん玉、お手玉、パズル、知恵
の輪など12種類約50点のおもちゃで
遊べます。

４月28日㈯～５月６日㈰
大人300円、小中学生150円

毎週水曜日、24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
「福島への疎開と戦後の生活」

　語り部　吉村登
と し こ

志子さん
４月15日㈰ 13：30～15：00
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日（30日㉁は開館）

☎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、西堀精神を体現して
いる皆さんの活動を紹介します。

９月９日㈰まで
大人300円、小中学生150円

台湾植物界の父・早田文蔵①　
‐時代に先駆けた革新的なアイデア‐
　アメリカ合衆国の大学に留学中の中
尾暁さんとテレビ電話で話します。

４月22日㈰10：45～12：00
15人（申込み先着順） 

４月３日㈫から受付。氏名、連絡先、
電話番号を明記し、ファックスまた
はメールで申し込んでください。
メール　tanken@city.higashiomi.lg.jp

毎週月曜日

商家の家訓展
　質素倹約・勤勉に努め、「三方よし」
を実践した近江商人は、家業の存続を
願い自らの人生で培った経験を「家訓」
などさまざまな形で子孫に伝えていま
す。“人生を生きるヒント ”となる近江
商人の珠玉のメッセージを紹介します。

４月17日㈫～７月16日㈷
大人300円、小中学生150円

論語素読講座【前期】
　素読とは、文章を声に出して繰り
返し読むことで、言葉の響き・リズ
ムによって、自然と覚える学習法で
す。近江商人も学んだ「論語」に触
れる全5回の連続講座です。

（講師　佐朋登会・松田元
げ ん し ん

信さん）
（第１回）４月14日㈯10：00～12：00

てんびんの里文化学習センター
25人（申込み先着順）

500円（別途書籍代として1,200円
必要です。）

筆記用具
毎週月曜日（30日㉁は開館）

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

春季企画展　
点は墜石のごとく‐ 顔

がんしんけい

真卿書法とそ
の継承者たち‐
　力強い楷書を創出し、
行書や草 書にお いても
数々の傑作を残した顔真
卿。その書風と影響を受
けた中国近代の書人たち
の作品を紹介します。

４月14日㈯～６月24日㈰
大人500円、高校・大学生300円

土曜講座「顔真卿の書法について」
４月21日㈯13:00～14:00
20人（申込み先着順） 500円

毎週月曜日、１日㈰～13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.179
　第1部は米田正博さんとスリーエ
コーズによるジャズ演奏、第２部はみ
んなで歌います。

４月12日㈭10：00～11：45  500円
毎週火曜日

今月の一冊

『世界は変形菌
でいっぱいだ』　　
増井真那／著　
朝日出版社

　変形菌とは自然界にいるアメーバ
のような生き物です。謎も多いです
が、カラフルで生き生きとしています。
　6歳から10年間、変形菌を飼育し
ている増井さんが愛をこめて変形
菌を解説しています。

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

自然と対話する
―中路融人素描展―

　 生 涯 に わ
たって県内各
地の風景を写
生した中路融
人。自らの足
で描きたい風
景を探し、苦
労の末に出会
えた時の感動
はひとしおだったといいます。「自然と
の対話」によって生まれた素描作品に
焦点をあてる展示です。

４月28日㈯～６月24日㈰
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（30日㉁は開館）

今月の
いち押し

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

近江商人博物館

　市立図書館は資料提供を通じて、誰もが地
域で生き生きと暮らすことを支える図書館にな
れるよう、さまざまな取組を行っています。
　4 月 2 日㈪の「世界自閉症啓発デー」、また
4 月 2 日㈪から 8 日㈰までの「発達障害啓発
週間」に合わせて、発達障害への支援や理解が広がるよう、
本や資料を集めた特設コーナーを設置しています。ぜひ利用し
てください。

誰もが自分らしく生きていける社会へ
～発達障害支援情報の特設コーナーを設置しています～

　 市 立 図 書 館
は、市内在住の
人、通勤・通学
している人なら
誰でも無料で利用できます。
　住所や通勤・通学先を確
認できるものを持参していた
だくと、すぐに利用カード（７
館共通）を発行します。


