図 書館
５月の

今月の一冊
『（あまり）病気を
しない暮らし 』
仲野 徹／著
晶文社
何の病気にもならずに一生を過
ごすことは、ほぼ不可能です。な
らば、できるだけ病気にならずに
暮らしたい！そんな要望に応えて、
病理学の専門家が、ちまたにあふ
れる医学情報に惑わされない見方・
考え方をユーモラスに説いていま
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

八日市図書館

☎0748-24-1515
050-5801-1515
0748-24-1323

☎0748-48-2030
五個荘図書館 050-5801-2030
0748-48-6445

８日㈬、25日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日14:30～15:00
『青春デンデケデケデケ』
11日㈯13:30から（135分）
毎週月曜日、
１日㈷～５日㈷

蒲生図書館

16日㈭ 10:30～11:00
11日㈯、18日㈯ 11:00～11：30
『パンダコパンダ』
26日㈰10:30から（72分）
毎週月・火曜日、
１日㈷～５日㈷

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

☎0748-27-8050
永源寺図書館 050-5801-8050
0748-27-8090

17日㈮10:30～10:50
11日㈯ 11:00～11:30
25日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、
１日㈷～５日㈷

湖東図書館

16日㈭11:00から
毎週土曜日11:00～11:30
永源寺ものづくり展
永源寺地区にゆかりのある作家
の皆さんの作品展
25日㈯～６月16日㈰
毎週月・火曜日、
１日㈷～５日㈷

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

８日㈬、６月５日㈬11:00～11:20
18日㈯、25日㈯14:30～15:00
11日㈯15:30から
『理由なき反抗』
11日㈯14:00から（111分 /字幕）
毎週火曜日、
１日㈷～５日㈷

愛東図書館

能登川図書館

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

10日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
親子で楽しむ木のおもちゃ
‐うごく・つむ・くみたてる‐
８日㈬～６月９日㈰
『ローマの休日』
12日㈰14:00から（118分）
『ウォレスとグルミットチーズホ
リデー』
26日㈰14:00から（46分）
毎週月・火曜日、
１日㈷～３日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266

11日㈯、６月１日㈯10:30～11:00
18日㈯、25日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、
１日㈷～５日㈷

能登川図書館 企画展
能登川図書館からのお知らせ

能登川博物館ギャラリー

能登川スポーツセンター新築工事に伴い、
地元の木材で作られた木のおもちゃ「クミノ」や伝統木造建築から 能登川図書館・博物館の駐車場は、工事が
はすたに えんじょう
生まれた「くむんだー」
、蓮溪円誠さんの動く木のおもちゃなど、楽し 始まると使用できなくなる予定です。
工事期間中は、埋蔵文化財センター側駐
い木の作品を展示します。
会場内には、いつでも「クミノ」を使って遊べるコーナーがあります。 車場か能登川スポーツセンター側駐車場を
また、展示をしている木のおもちゃで遊べる日もあります。
（時間指定） 利用してください。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力
ぜひこの機会に、木のおもちゃを通して自然素材の持つあたたかさ
をお願いします。
を感じてみてください。
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■記号の説明・・
・ ＝日時、

東近江大凧会館
☎0748-23-0081
0748-23-1860

050-5801-1140

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！！”

コマやお手玉、けん玉、パズル、
知恵の輪、竹のおもちゃなど約100点
のおもちゃで遊べます。
５月６日㉁まで
大人300円、小中学生150円
毎週水曜日（１日㈷は開館）、28 日㈫

あかね文化ホール
☎0748-55-0207
0748-55-3898

050-5801-0207

音楽の散歩道 Vol.192
１部はアンサンブルダミュー（パー
カッション）の演奏、2部はみんなで
歌います。
５月16日㈭10:00～11:45
500円
あかね人形劇まつり
５月26日㈰10:00～15:00
前売1,000円（１人券）、2,500円（3人券）
当日1,200円（１人券）、3,000円（3人券）
※３歳以上は有料
毎週火曜日、
１日㈷、３日㈷、
６日㉁～10日㈮

能登川博物館

親子で楽しむ木のおもちゃ－うごく・つむ・くみたてる－
５月８日㈬～６月９日㈰

博物館・文化施設 催しガイド

＝場所、

＝申込み、

＝対象、

＝問合せ、

＝定員、

＝IP電話

＝費用、

＝ファクス

＝持ち物、

☎0748-42-6761
0748-42-8123

050-5801-6761

ホタル観察会
能登川博物館周辺でホタルを観察
します。
５月25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11日㈯10:00から
毎週月・火曜日、
１日㈷～３日㈷

みんな来い! 来い！

鯉の凧展

今月の
いち押
し

西堀榮三郎記念探検の殿堂
☎0749-45-0011
0749-45-3556

050-5802-2291

ネパールプロジェクト報告展
東近江スマイルネットが制作した西
堀さんのネパールでの足跡をたどった
特別番組も放送します。
６月16日㈰まで
大人300円、小中学生150円
※市民は無料
新着資料展「空への憧れ」
少年のころか
ら空にあこがれ
た西 堀さん は、
晩年、飛行船や
熱気球の開発を
支 援しました 。
「ブイヤント航空懇談会」のメンバー
から寄贈された資料を公開します。
７月21日㈰まで
大人300円、小中学生150円
※市民は無料
毎週月・火曜日

中路融人記念館
☎0748-48-7101
0748-48-7105

050-5802-3134

融人とビワイチ！
６月23日㈰まで
大人300円、小中学生150円
ギャラリートーク
５月18日㈯14:00～14:30
大人300円、小中学生150円
毎週月曜日（６日㉁は開館）、
７日㈫～10日㈮

近江商人博物館
☎0748-48-7101
0748-48-7105

050-5802-3134

商家の家訓展
近江商人の家に伝えられてきたさ
まざまな家訓を紹介します。
７月15日㈷まで
大人300円、小中学生150円
毎週月曜日（６日㉁は開館）、
７日㈫～10日㈮

こどもの日にあわせ、コイの絵柄
の凧を展示します。
５月６日㉁まで
東近江大凧会館
大人300円、小中学生150円

滋賀県平和祈念館
☎0749-46-0300
0749-46-0350

050-5802-9800

戦争体験を聞く会
「満州国鉱工技術員生の日々 鞍山高
射砲隊での体験」
語り部：北川麗三さん
５月12日㈰13:30～15:00
ボランティア登録講座
滋賀県平和祈念館ではボランティア
を募集しています。ボランティア活動を
するには、この講座の受講が必須です。
５月19日㈰10:30～12:00
毎週月・火曜日（６日㉁は開館）

観峰館
☎0748-48-4141

0748-48-5475

春季企画展
「近江書画探訪～新しいけど面白い !?」
６月16日㈰まで
大人500円、高校生・学生300円
アンティークオルゴール鑑賞会
５月５日㈷14:30～15:30
ギャラリートーク &ミニコンサート
児嶋佐織さんによるテルミン演奏
と展示作品の解説を行います。
５月12日㈰13:30～15:00
大人500円、高校生・学生300円
石馬寺ツアー
５月26日㈰13:00～16:00
20人（申込み先着順）
1,000 円（拝観料、煎茶セット代含む）
毎週月曜日（６日㉁は開館）、７日㈫
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