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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

１日㈬、25日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
あいとう和楽作品展    31日㈮まで
木の香りを楽しむ　木について学ぶ

　　４日㈯10：30 から
　　 20人（申込み先着順）

木のスタンドづくり
　　４日㈯13：30から　
　　 小学生以上12人（申込み先着順）
　　 300円（材料費）

さをり織りのはぎれでつくってみよう！
　　 ４日㈯13：30から　
　　 15人（申込み先着順）
　　 300円（材料費）

毎週月曜日、11日㈷

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

能登川図書館

３日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00

『おばけのてんぷら』
　　26日㈰14:00から（24分）

『スター・ウォーズ』
　　12日㈰14:00から（122分／字幕）

みんなで大きなしゃぼん玉を作ろう　　　　
　　５日㈰10:30～11:30
　　 親子10組（申込み先着順）

わらべうたであそぼ！　　　　
　　８月１日㈬10:30～
　　 親子15組（申込み先着順）

毎週月・火曜日

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

永源寺図書館

16日㈭11:00から
毎週土曜日 11:00～11:30
『さびしんぼう』

　　18日㈯14:00から（112分）
永崎みさとさんとうたってあそぼう !

         ９月２日㈰ 11:00～12：00
毎週月・火曜日、11日㈷、24日㈮

16日㈭ 10:30～11:00
18日㈯ 11:00～11：30

『じてんしゃにのるひとまねこざる』
　　26日㈰10:30から（28分）

夏休み工作会
　　 トイレットペーパーの芯で魚を作ろう！
　　８日㈬ 14：00 から
　　 10人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、11日㈷、24日㈮

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

湖東図書館

１日㈬11:00～11:20
18日㈯、25日㈯ 14:30～15:00
夏休みの思い出を絵に描こう！

　　４日㈯13：30から
　　 15人（申込み先着順）
　　 水彩絵の具セット

毎週火曜日、11日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

４日㈯、９月１日㈯10:30～11:00
25日㈯10:30から
毎週月・火曜日、11日㈷、24日㈮

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

蒲生図書館

17日㈮ 10:30～10:50
４日㈯ 11:00～11:30
夏の工作会

　　のびちぢみストローであそぼう　
　　17日㈮14：00～15：00
　　 15組（申込み先着順）

毎週月・火曜日、11 日㈷、24日㈮

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

五個荘図書館

■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

８月の 博物館・文化施設催しガイド

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

あかね文化ホール

音楽の散歩道　Vol.183
　第１部は、くみこ社

しゃちゅう

中さんによる和
太鼓演奏、第2部はみんなで歌います。

８月９日㈭10:00～11:45     500円
大阪音楽大学出張講座in東近江
オペラ１ｓｔレッスンVol.8
　オペラ演出家、中村敬一先生の解
説付きで、大阪音楽大学生の演出に
よりオペラを身近に楽しみます。

８月25日㈯13：30開場　14：00開演
前売券一般 1,000円　高校生以下 800円

毎週火曜日

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

　
ダジック・アースと手づくりミニ地球儀

８月18日㈯14：45～16：00
20人（申込み先着順）

大人300円、小中学生150円 （市民は無料）
  　※別途材料費100円が必要
地球には、まだまだ私たちの知らな
い世界がたくさんある
　天山氷河の調査現場とつなぎ、竹
内 望

のぞむ

研究者とテレビ交信します。
８月26日㈰14：00～15：30
小学４年生以上
15人（申込み先着順）

大人300円、小中学生150円 （市民は無料）
毎週月曜日

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

中路融人記念館

中路融人遺作展　その画業を辿
たど

る
　中路融人の60年以上にわたった画業
を新規寄贈作品を中心に振り返ります。

９月30日㈰まで
大人300円、小中学生150円

吉村年
と し よ

代先生によるギャラリートーク
８月４日㈯14:00～15:00
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日

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

滋賀県平和祈念館

平和を祈念する日事業「未来へ語り
継ごう～「私」から「あなた」へ～」
　戦争体験者からお話を聞く会、映
画上映会・子ども向け映画上映会、
平和祈念セレモニー、平和コンサート、
ボランティアによる戦時食提供や創作
劇など、さまざまな催しを開催します。
オリジナル缶バッジ作りもできます。

８月13日㈪から15日㈬まで
なし

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761 

0748-42-8123

第127回企画展  夏の民具あれこれ
　暑い夏を知恵と工夫で乗り切った
昔の道具を紹介しています。

９月２日㈰まで
夏の民具体験－じゃ車・竹の水鉄砲・
ヨシ舟－
　足踏み式水車「じゃ車」などの
民具体験を行います。
※濡れてもよい服装でお越しください。

８月18日㈯13：30～16：00の間、　　
　随時（荒天中止）

能登川博物館の前庭
スズムシ交流会
　スズムシの交換と育て方の情報交
換をします。

８月19日㈰13：30から
20組（申込み先着順）

 飼育中のスズムシ
毎週月・火曜日

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

近江商人博物館

近江商人博物館日曜ガイド
　博物館の養成講座を修了したミュー
ジアムガイドが展示解説します。

８月５日㈰、19日㈰14：00～14：30
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

夏休み子ども博物館
◆博物館 de 紙しばい

８月３日㈮10：00から
◆観峰館クイズに挑戦！

８月31日㈮まで
◆手描きうちわをつくろう

８月31日㈮まで
100円（うちわ代）

毎週月曜日

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

東近江大凧会館

夏休み特別企画　
ようこそ ” 思い出 ” の夏休み展へ～思
い出してみてください、あの時代を～
　懐かしいブリキのおもちゃや古い
写真などを展示します。

８月27日㈪まで
大人300円、小中学生150円

講演　「思い出のレジャー施設～記
憶に残るあの時代～」
講師　フォトライター　辻良樹さん
　県内の懐かしいレジャー施設など
について話していただきます。

８月４日㈯13：30～15：00
50 人（当日先着順）

大人300円、小中学生150円
毎週水曜日、28 日㈫

今月の一冊

『八月の六日間』
北村　薫／著　
KADOKAWA

　40歳目前。忙しい日々の中で主
人公の “ わたし”が出会った山歩き。
山の美しさや恐ろしさ、そしてそこ
に行き交う人たちとの出会いによっ
て、わたしの心は次第にほどけて
いき…。山の日に小説で山登り体
験をしてみませんか？

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

「むかし遊びの
   笑 (ショー) タイム」
　　日本独楽博物
館からコマのる
ぱんとゆきちゃん
がやってきます。
独楽の妙技に触
れ、むかし遊びを
体験できます。

８月11日㈷①10:00～12:00
　　　　　    ②13：30～15：30

各回 100人　
大人300円、小中学生150円
東近江大凧会館

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

今月の
いち押し

　７月・8 月の夏休み期間、図書館では子どもから大人まで楽しめるさまざまなイベ
ントを開催します。家族や友達とぜひ図書館へ来てください。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　　　　　　　　　　　　　　　

本の世界へ飛びこもう  夏休みは毎日楽しい図書館へ

八日市図書館
 ◆としょかんあそび島『かこさとし　　　

　 さんの絵本のあそびが大集合！』

　 ８月31日㈮まで 

永源寺図書館
 ◆えほんであそぼ！ ８月26日㈰まで

 ◆ブックトーク「紙はどこから、本はどこへ」　　　

　 ８月19日㈰ 14：00～14：30

五個荘図書館
 ◆本の世界で楽しもう！「まあちゃん

　 のながいかみ」でなにできる？

　 ８月23日㈭まで

能登川図書館
 ◆「きみも図書館たんていになろう・　　

　　はん にんをさがせ！」クイズに挑戦！

　 ８月31日㈮まで


