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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

９日㈬、26日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
『博士と彼女のセオリー』

　　19日㈯ 13:30から（123分）
毎週月曜日、３日㈷～５日㈷、25

日㈮

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

永源寺図書館

17日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30
永源寺ものづくり展

　　永源寺地区で活動している作家
　の作品展です。
　　16日㈬～６月10日㈰

毎週月・火曜日、３日㈷～５日㈷、
25日㈮

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

能登川図書館

11日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『博士の愛した数式』

　　13日㈰ 14:00から（117分）
『バーバパパのたんじょうび』

　　27日㈰14:00から（40分）
毎 週月・火 曜日、３日㈷、４日㈷、

25日㈮

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

蒲生図書館

18日㈮ 10:30～10:50
12日㈯ 11:00～11:30

　　 26日㈯ 10:30～11:00
毎週月・火曜日、３日㈷～５日㈷、

25日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

12日㈯10:30～11:00
19日㈯、26日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、３日㈷～５日㈷、

25日㈮

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

五個荘図書館

17日㈭10:30～11:00
12日㈯、19日㈯11:00～11:30

『プーさんとティガー』
　　27日㈰10:30から（30分）

毎週月・火曜日、３日㈷～５日㈷、
25日㈮

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

湖東図書館

２日㈬11:00～11:20
19日㈯、26日㈯ 14:30～15:00
12日㈯15:30から

沢島忠監督回顧展
　　１月に逝去された湖東地区出身
　の映画監督である沢島忠さんの業
　績を写真パネルで振り返ります。
　　11日㈮～６月３日㈰

【関連事業】
講演会「沢島忠監督‐その人と

作 品‐」（ 講 師　 野 村　一さん）
　　12日㈯ 13:15から

『人生劇場　飛車角』
　　12日㈯ 14:00から（95分）

『殿さま弥次喜多』
　　19日㈯ 14:00から（79分）

『一心太助　天下の一大事』
　　26日㈯ 14:00から（91分）

毎 週火曜日、３日㈷～５日㈷、25
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

５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

第126回企画展
メダカ展～あなたの知らない世界～
　メダカを取り巻く環 境や飼育方
法などを紹介します。

５月９日㈬～６月10日㈰
ホタル観察会
　能登川博物館周辺でホタルの観察
を行います。

５月26日㈯19:30～21:00 （雨天中止）
30人（申込み先着順）
筆記用具、懐中電灯（お持ちであれば）
５月12日㈯ 10:00から

毎 週月・火曜日、３日㈷、４日㈷、
25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」
５月６日㈰まで
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！！”

５月６日㈰まで
大人300円、小中学生150円

毎週水曜日、22日㈫

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

近江商人博物館

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。

７月16日㈷まで
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日

☎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。

９月９日㈰まで
大人300円、小中学生150円

平成30年度「科学探検隊ココロボ教
室」受講者募集
　自律型ロボットを使ったプログラミ
ング教室です。

６月３日㈰～11月（全10回）
小学４年生から中学３年生まで
初心者クラス（午前の部）20人、経

験者クラス（午後の部）20人
※応募多数の場合は抽選 

15,000円
ＵＳＢメモリ、筆記用具
５月６日㈰～13日㈰16:00

※初めて受講する人は、５月６日㈰、13
日㈰に開催する体験・説明会に必ず参
加してください。（要申込み）

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「語り継ぐシベリア抑留」
　語り部　藤崎高男さん

５月13日㈰ 13：30～15：00
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日

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。

６月24日㈰まで
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

春季本館展示
「歴史を伝えた人々」

～金石家の書画～、～江戸・明治の
学術書から～

６月24日㈰まで
大人500円、高校・大学生300円

ギャラリートーク＆ミニコンサート
　劉偉さんによるモンゴル民謡とフ
ルス演奏のミニコンサートを開催し
ます。終了後
は春季企画展
の作品解説を
行います。

５月13日㈰
13:30から（各40分）

大人500円、高校・大学生300円
毎週月曜日、１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.180 
　第1部は坂井孝之さんのさまざま
な笛を使った演奏、第２部はみんな
で歌います。

５月10日㈭10：00～11：45  500円
第19回あかね人形劇まつり

５月27日㈰10：00～15：00 
（前売り）１人券1,000円、３人券2,500円

（当日）１人券1,200円、３人券3,000円
毎週火曜日、２日㈬、３日㈷、６日㈰

今月の一冊

『広辞苑をつくる
人』　　
三浦しをん／著　
岩波書店

　この本は、広辞苑第七版の予約特
典( 非売品) です。広辞苑の改訂に携
わった多くの人の知恵や技術、情熱
を知ることができます。辞書づくりの
舞台裏を知ることで、広辞苑がより楽
しめるようになる1 冊です。

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

能登川博物館

メダカ探検隊

　博物館周辺で、メダカをはじめ、
水の中にすむ生き物を探します。

５月12日㈯13：30～15：30 （雨天中止） 
30人（申込み先着順）
長靴、タオル、網（お持ちであれば）

※汚れてもいい服装で参加してください。
能登川博物館　☎0748-42-6761
050-5801-6761　 0748-42-8123

今月の
いち押し

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

中路融人記念館
　図書館が取材や編集に関わった地域情報誌「そこら」
(まちづくりネット東近江発行 )の第５号が完成しました。
　今回の特集は、平成29年12月に開催された「ローカ
ルサミット in 東近江」です。高校生たちと一緒に50年
後の東近江市を考えたり、東近江市の過去・現在・未
来を考える記事を掲載しています。
　ほかにも、本町商店街にある元気なお店の紹介や「ガチャコン」の愛称
で親しまれている近江鉄道と自転車を使って親子で市内をめぐる企画など
楽しい情報が盛りだくさん！各図書館や森と水政策課などで無料で配布し
ています。ぜひご覧ください。

地域情報冊子「そこら」

　第５号が完成しました！
しづかず


