図 書館
７月の

今月の一冊
『世界とびある記
〔新装版〕』
兼高かおる／著
ビジネス社
海 外旅 行がまだ身 近ではな
かった時代、海外紀行番組で人
気を博した兼高かおるさんの幻
の処女エッセイ集が復刊。
語学力と行動力を武器に単身
で世界の国々を巡り、文化や風
土、人々の様子などを生き生き
とつづっています。

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

☎0748-42-7007
能登川図書館 050-5801-7007
0748-42-8123

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

３日㈬、27日㈯、８月７日㈬
11:00～11:30
毎週土曜日14:30～15:00
夏のおたのしみ会
７日㈰10：15～11:15
親子15組（申込み先着順）
ほんのにわへようこそ！
20日㈯～８月25日㈰
『シコふんじゃった』
20日㈯13:30から（103分）
毎週月曜日、16日㈫

永源寺図書館

５日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『OK 牧場の決斗』
14日㈰14:00から（117分）
『もののけ姫』
28日㈰14:00から（135分）
毎週月・火曜日、17日㈬、26日㈮

五個荘図書館

18日㈭ 10:30～11:00
６日㈯、20日㈯ 11:00～11：30
『ダンボ』
28日㈰10:30から（64分）
ワークショップ
「みんなでまちをつくろう」
25日㈭10：30～11：30
３歳以上の子どもと保護者
10組（申込み先着順）
ワークショップ
「みんなでおうちをつくろう」
８月１日㈭10：30～11：30
３歳以上の子どもと保護者
10組（申込み先着順）
「こんなまちにすんでたら」
25日㈭～８月24日㈯
毎週月・火曜日、17日㈬

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

４日㈭11:00から
毎週土曜日11:00～11:30
夏のスペシャルおはなし会
14日㈰14:00～15:00
『マルサの女』
20日㈯14:00から（127分）
えほんであそぼ！
まちのおしごとやってみよう
20日㈯～９月１日㈰
工作会
コラージュバッグ＆はっぱのはが
きでゆうびんやさん
28日㈰14:00～15:00
15人（申込み先着順）
毎週月・火曜日、17日㈬

愛東図書館

湖東図書館

☎0749-46-2266
050-5801-2266

お話の世界を楽しもう！

今年も「夏によむよむ」を発行します

蒲生図書館

夏休みにぜひ読んでほしい本を、図書館職員が紹介
するリスト「夏によむよむ」
。小学校低学年・中学年・
高学年向けと中学生向けの全４種類を夏休み前に市内
の公立小中学校と図書館各館で配付します。
夏休み期間中、図書館では「夏によむよむ」で紹介
した本や自由研究に役立つ本などを集めたコーナーも
設置します。また、工作会などの催しも行います。家
族みんなでぜひ図書館へお越しください！
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☎0749-45-2300
050-5801-2300
0749-45-3343

３日㈬11:00～11:20
20日㈯、27日㈯14:30～15:00
13日㈯15:30から
まほうつかい
『オズの魔法使』
13日㈯14:00から（101分 /字幕）
毎週火曜日、15日㈷、26日㈮

６日㈯、８月３日㈯10:30～11:00
13日㈯、27日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、17日㈬、26日㈮

15

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

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

19日㈮10:30～10:50
６日㈯、13日㈯ 11:00～11:30
27日㈯10:30～11:00
夏の工作会
25日㈭14：00～15：00
15人（申込み先着順）
毎週月・火曜日、17日㈬、26日㈮

■記号の説明・・
・ ＝日時、

＝場所、

＝申込み、

＝対象、

＝問合せ、

＝定員、

＝IP電話

＝費用、

＝ファクス

＝持ち物、

博物館・文化施設 催しガイド
能登川博物館
☎0748-42-6761
0748-42-8123

西堀榮三郎記念探検の殿堂
050-5801-6761

第131回企画展
すてんしょ～能登川駅130年のあゆみ～
７月28日㈰まで
夏の夜の昆虫観察会
能登川博物館の前庭で昆虫観察を
行います。
８月３日㈯19:30～21:00（雨天中止）
能登川博物館
30人（申込み先着順）
筆記用具、懐中電灯、虫捕り網、かご
７月13日㈯10:00から
毎週月・火曜日 、17日㈬、26日㈮

中路融人記念館
☎0748-48-7101
0748-48-7105

050-5802-3134

中路融人素描展
写生は、作家が描く対象から受け
た印象がダイレクトに伝わってきま
す。中路融人が描いた滋賀県や中国
の素描作品を展示します。
７月13日㈯～８月18日㈰
大人300円、小中学生150円
毎週月曜日（15日㈷は開館）、16日㈫

近江商人博物館
☎0748-48-7101
0748-48-7105

050-5802-3134

商家の家訓展
７月15日㈷まで
大人300円、小中学生150円
毎週月曜日（15日㈷は開館）、16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.194
１部は塚田陵子さんによる民謡、2
部はみんなで歌います。
７月11日㈭10:00～11:45
500円
毎週火曜日

☎0749-45-0011
0749-45-3556

050-5802-2291

夏季特別展
好きを仕事に～小さいことの積み重ね～
９月１日㈰まで
大人300円、小中学生150円（入館料）
※市民は無料
３D ワークショップ
ドローン撮影による写真から３Ｄ
データを制作する過程を見学します。
７月27日㈯、28日㈰
①10:00～11:30、②13:30～15:00
小学生と保護者
各回４組（申込み先着順）
入館料が必要
スマートフォンなどのモバイル通信
機器
７月10日㈬から
夏季企画展 南極ゆうびん（前半）
７月24日㈬
～９月29日㈰
※会期中に
「 南 極 ゆうび
ん」を募集し
ます。南極を
旅して届くハガキで、あなたの思い
を伝えませんか？（宛先は国内のみ）
500通（先着順）※一人２通まで
１通につき62円分の切手
※入館料も必要
毎週月・火曜日

観峰館
☎0748-48-4141

0748-48-5475

夏季企画展
ぎしんせっこく
「館蔵品 魏 晋石刻の拓本と近代中国
の書」
・
「博古趣味」・
「知っておきたい
じつごきょう
『実語教』- 子どもたちへのメッセージ -」
９月１日㈰まで
大人500円、高校生・学生300円
土曜講座
館蔵 魏晋石刻の拓本について①
７月６日㈯13:00～14:00
大人500円、高校生・学生300円
毎週月曜日（15日㈷は開館）、
16日㈫

世界のあそびショー

今月の
いち押
し

世界の遊び
のショーと遊
びの体験を行
います。
７月28日㈰
①10:00～11:30
②13:30～15:00
東近江大凧会館
各回100人
※定員を超える場合は抽選
大人300円、小中学生150円
７月２日㈫～７日㈰
※東近江大凧会館のホームページ（http://
oodako.net）から申し込んでください。

東近江大凧会館
☎0748-23-0081
0748-23-1860

050-5801-1140

夏休み特別企画
～100の国と地域のおもちゃが大集
合～ようこそ！世界のおもちゃ箱へ
７月18日㈭～8月26日㈪
大人300円、
小中学生150円
～カブトムシの凧を作ろう～
夏休み親子凧作り教室
90センチメートル程度の大きさの
カブトムシの凧を作ります。
８月17日㈯9:00～12:00
５歳から小学生までの子どもと保護者
25組※定員を超える場合は抽選
500円
７月２日㈫～７日㈰
※東近江大凧会館のホームページ（http://
oodako.net）から申し込んでください。
毎週水曜日、16日㈫

滋賀県平和祈念館
☎0749-46-0300
0749-46-0350

050-5802-9800

平和学習講座
「沖縄戦没者慰霊碑が伝えるもの」
講師：京都府立大学 上杉和央准教授
７月14日㈰13:30～15:00
80人（申込み先着順）
７月13日㈯まで
１日㈪、２日㈫、８日㈪、９日㈫、
16日㈫
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