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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

６日㈬、23日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
『壬

み ぶ ぎ し で ん

生義士伝』
　　16日㈯ 13:30から（137分）

図書館でいきいき脳活！
　　（共催：福祉総合支援課）
　　29日㈮14:00～16:00

トンボ観察会
　　30日㈯10:00から
　　 20人（申込み先着順）

毎週月曜日、22日㈮

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

永源寺図書館

14日㈭ 11:00から
毎週土曜日 11:00～11:30
永源寺ものづくり展

　　10日㈰まで
　　ギャラリートーク
　　２日㈯ 10:00～12:00 （北野清治さん）
　　９日㈯13:00～14:00 （中根啓さん）

『Shall we ダンス？』
　　16日㈯ 14:00から（136分）

毎週月・火曜日、22日㈮

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

湖東図書館

６日㈬、７月４日㈬11:00～11:20
16日㈯、23日㈯、30日㈯ 14:30～15:00
９日㈯15:30から
『ＯＫ牧場の決斗』

　　９日㈯14:00から（117分 / 字幕）
毎週火曜日、22日㈮

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

能登川図書館

１日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『日の名残り』

　　10日㈰ 14:00から（134分 /字幕）
『ごきげんなライオン』

　　24日㈰14:00から（22分）
展示「近江の古地図」

　　13日㈬～７月15日㈰
毎週月・火曜日、22日㈮

☎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
ハッチョウトンボ観察会

　　16日㈯10:00～12:00
　　 20人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、22日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

２日㈯10:30～11:00
９日㈯、23日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、22日㈮

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

五個荘図書館

21日㈭10:30～11:00
２日㈯、16日㈯11:00～11:30
『バーバパパのたんじょうび』

　　24日㈰10:30から（26分）
毎週月・火曜日、22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　 ＝ファクス

6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
などを紹介しています。

６月10日㈰まで
猪子山探検隊～夏のきのこ～

　猪子山できのこを採集し、どんな
きのこが生えているかを調べます。

７月14日㈯10:00～12:00 （小雨決行）
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、雨具（小雨の場合）
６月16日㈯ 10:00から

毎週月・火曜日、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

☎0748-55-0207　 050-5801-0207
0748-55-3898

あかね文化ホール

音楽の散歩道　Vol.181 
　第1部は塚田陵子さんの民謡演奏、
第２部はみんなで歌います。

６月14日㈭10：00～11：45 　
500円

毎週火曜日、10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‐」

　自然災害を幼児にもわかりやすく
解説する活動をしている Dr. ナダレン
ジャーや、氷河から地球温暖化の原
因を探っている千葉大学竹内 望

のぞむ

教
授など、自主主義で創造性を発揮し
ている最近の事例を紹介します。

９月９日㈰まで
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日

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

春季企画展示
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‐

６月24日㈰まで
大人500円、高校・大学生300円

土曜講座
顔真卿書法の継承者について

６月16日㈯13:00～14:00
20人（申込み先着順）
大人500円

毎週月曜日、26日㈫～７月６日㈮

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

滋賀県平和祈念館

第20回企画展示
戦場となった滋賀‐県下の戦争遺跡‐

６月９日㈯～９月24日㉁
戦争体験を聞く会
戦地からの手紙～家族を想う父とともに～
語り部：竹村季

す え の

乃さん
６月10日㈰13：30から　
80人（当日先着順）

映画上映会「ＮＯ」（118分）
６月24日㈰13：30から　
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日、６日㈬～８日㈮

今月の一冊

『家族を笑顔にする 
パパ入門ガイド』　　
NPO 法人ファザーリング・
ジャパン／編　池田書店

　家族の一大プロジェクトである「子
育て」に、パパも積極的に関わらなけ
ればもったいない！父親であること
を楽しむアイデアや、先輩パパのお悩
み解決体験談などが分かりやすくま
とめられています。

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

山路川探検隊
～川の健康診断～

　山路川で水生生物を捕まえて川の
状態を調べます。

７月28日㈯13：30～15：30 （雨天中止） 
30人（申込み先着順）
長靴、タオル、魚つかみ用の網（お

持ちであれば）
※汚れてもいい服装で参加してください。

６月23日㈯ 10:00から
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

　丁寧に地図を読み解けば、その土地が歩んできた歴史や文化が浮かびあがります。
魅力あふれる古地図の世界をどうぞお楽しみください。

能登川図書館企画展 

「近江の古地図」を開催します！

◎講演会「古地図で読み解く近江・東近江」
講師：松井善和さん（元長浜高等学校長）

６月23日㈯14:00～15:00
能登川図書館　集会ホール
50人（申込み先着順）

◎企画展「近江の古地図」
６月13日㈬～７月15日㈰
能登川図書館　博物館ギャラリー


