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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

５日㈬、22日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日14:30～15:00
『オリエント急行殺人事件』

　　22日㈯13:30から（127分／字幕）
冬のおたのしみ会 （おはなしと工作）

　　２日㈰10:15～11：15
　　 親子20人（申込み先着順）

おすそわけ野菜市
　　５日㈬10:00～11：30

毎週月曜日、23日㈷、年末年始

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

蒲生図書館

21日㈮10:30～10:50
８日㈯ 11:00～11:30

        22日㈯10:30～11:00
スペシャルおはなし会

        ９日㈰14:00～15：00
 絵本原画展「わにわにのおでかけ」        　

　　16日㈰まで
毎週月・火曜日、23日㈷、年末年始

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

１日㈯、１月５日㈯10:30～11:00
８日㈯、22日㈯10:30から
マーガレットのひと足はやいクリ　

　　スマスおはなし会（絵本の読み　
　　語り、ハンドベル演奏など）
　　９日㈰10：30～11:30
　　 ３歳から小学６年生まで

毎週月・火曜日、23日㈷、年末年始

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

能登川図書館

7 日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『木枯らし紋次郎』

　　９日㈰14:00から（94分）
『ホーム・アローン』

　　23日㈷14:00から（103分）
わらべうたであそぼ！

　　１日㈯10：30から
　　 親子15人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、年末年始

20日㈭ 10:30～11:00
１日㈯、15日㈯ 11:00～11：30
『ディズニーのホワイト・クリスマス』

　　16日㈰10:30から（30分）
ひまわりおはなし会の冬のおは

　　なし大会（大型絵本の読み語り、　
　　パネルシアター、工作など）
　　８日㈯10:30～11:30
　　 ３歳以上の子どもと保護者

毎週月・火曜日、23日㈷、年末年始

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

湖東図書館

５日㈬11:00～11:20
15日㈯、22日㈯ 14:30～15:00
８日㈯15:30から
『鞍馬天狗・大江戸異変』

　　８日㈯14:00から（100分）
毎週火曜日、23日㈷、年末年始

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

永源寺図書館

20日㈭11:00から
毎週土曜日11:00～11:30
『鉄道員』

　　15日㈯14:00から（115分）
冬のスペシャルおはなし会

        16日㈰14:00~15：00
毎週月・火曜日、23日㈷、年末年始

☎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

12月の 博物館・文化施設催しガイド

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

　
「追求の先に…美を拓くものたち」展

Part6 （東近江の芸術を愛する会共催）
　19ジャンル、69人のアーティストたち
の作品と点字解説付きの「触れる作
品」コーナーもお楽しみください。

12月16日㈰まで
大人300円、小中学生150円 

　※市民は無料
ミニ企画展「マンガで分かる！西堀
榮三郎ネパール編」
　ネパール王室に信頼も厚い、西堀さ
んの知られざる一面を紹介します。

３月31日㈰まで
大人300円、小中学生150円 

　※市民は無料
毎週月曜日、28日㈮～1月５日㈯

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

館蔵中国書画
　－幸福を追求した作品ー
海外の知識を求めて　
　ー英語・世界史の教科書ー

１月20日㈰まで
大人500円、高校生・学生300円

冬の音楽イベント
　フランスのジャズ ”ジプシージャズ ”
をお楽しみください。

12月９日㈰13：30~15：30
前売券800円（電話予約可）

　当日券1,000円
毎週月曜日、27日㈭～１月３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.187
　１部は辻寛子さんのチェロなどの
演奏、2部はみんなで歌います。

12月13日㈭10:00～11:45 
500円

毎週火曜日、23日㈷、26日㈬、
        29日㈯～１月３日㈭

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

近江商人博物館

重伝建選定20年記念展
～ひと・まち・くらし　五個荘金堂の選択～

12月９日㈰まで
大人300円、小中学生150円

３日㈪、10日㈪、17日㈪、25日㈫
　　28日㈮～ 1 月４日㈮

日本画ができるまで　小下図おひろめ展
　小下図とは小さな下絵のこと。日本
画がどのような過程
で描かれるのかをひ
もとくため、新しく寄
贈された小下図を中
心に展示します。

12月24日㉁まで　　    
大人300円、　

　小中学生150円
３日㈪、10日㈪、17日㈪、25日㈫

　　28日㈮～ 1 月４日㈮

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

東近江大凧会館

凧作り教室  サンタクロースの凧を作ろう　
　親子でサンタクロースの形をした
凧を作ります。

12月23日㈷９：00～12：00　
４歳以上の子どもと保護者
親子25組（申込み先着順） 500円

大凧を年賀状にお使いください！
　来年の干支である「亥

いのしし

」の絵が描
かれた大凧のスタンプと２畳敷きサ
イズの凧を設置します。スタンプの
押印や大凧を撮影して年賀状に利用
してください。（イラストはホームペー
ジからダウンロードできます。http://
oodako.net/）

12月24日㉁まで
毎週水曜日、25日㈫、28日㈮～

　　１月２日㈬

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761 

0748-42-8123

東近江の古代寺院とその源流
　－東アジアからの道－
　帝塚山大学附属博物館が所蔵する
東アジア各地の古瓦や塼

せんぶつ

仏を展示する
とともに、市内に所在する法堂寺廃寺
跡 ( 佐野町 ) や宮井廃寺 ( 宮井町 ) な
どからの出土遺物を展示しています。

12月23日㈷まで
冬の民具体験～唐

と う み

箕・石臼体験～
　ソバの実を唐箕
で選別し、石臼で
ひいて、ソバ打ち
体験をします。

12月22日㈯13：30～15：30
15人（申込み先着順）　 材料費300円
エプロン、三角巾、大きめのボウル、

飲み物、お箸
12月１日㈯10：00から

毎週月・火曜日、28日㈮～ 1 月４日㈮

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

滋賀県平和祈念館

フィールドワーク 「八日市布引丘陵・
掩
えんたいごうぐん

体壕群現地見学会」
講師：市教育委員会歴史文化振興課　
　　 嶋田直人

12月２日㈰９：30～11：30　
30人 （申込み先着順）
布引運動公園陸上競技場集合

毎週月・火曜日、26日㈬～１月６日㈰
　　※24日㉁は開館

今月の一冊

『お月さまの
　こよみ絵本』
千葉望 / 文　
阿部伸ニ / 絵　理論社

　冬の満月は頭上高くに昇ること
をご存じですか？昔の日本では月
が暦の中心でした。この絵本では、
一年の行事を月の満ち欠けに合わ
せて紹介しています。
　月とともに季節の移ろいを楽し
んでください。

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

”たのしさいっぱい” 

　　クリスマスの凧と絵本

　サンタクロース、
トナカイ、雪だるま、
ベル、星、プレゼ
ント箱などの凧と
絵本を展示します。

12月24日㉁まで
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

年末年始の休館日

12月28日㈮～１月４日㈮

 コンピューター更新に伴う

　インターネットサービス休止のお知らせ

　図書館は年末年始の休館に合わせて、コンピューターシステムを更
新します。更新作業に伴い、蔵書検索、資料の予約など一部のインター
ネットサービスが以下の期間、利用できなくなります。

　休止期間：12月27日㈭18：00 ～１月５日㈯10：00

　
また 1 月 1 日㈷から、図書館のホームページが新しくなります。そ

れに伴いホームページのアドレスも変わります。詳しくは現在のホーム
ページや図書館内にてお知らせします。

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

中路融人記念館


