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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

７日㈬、24日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日14:30～15:00
毎週月曜日、11日㈷

　※通常開館をしながら、館内の改修
　工事を行っています。ご不便をおか
　けしますが、ご理解とご協力をお願
　いします。

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

永源寺図書館

22日㈭11:00から
毎週土曜日11:00～11:30
『イージーライダー』

　　17日㈯14:00から（95分 /字幕）
毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

３日㈯10:30～11:00
10日㈯、24日㈯10:30から　

毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈮

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

湖東図書館

７日㈬、９月４日㈬11:00～11:20
17日㈯、24日㈯、31日㈯

　　 14:30～15:00
10日㈯15:30から

『ビルマの竪
たてごと

琴』
　　10日㈯14:00から（134分）

毎週火曜日、11日㈷

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

五個荘図書館

22日㈭ 10:30～11:00
10日㈯、17日㈯ 11:00～11：30
『ドラえもん　のび太の恐竜』

　　25日㈰10:30から（94分）
「こんなまちにすんでいたら」

　　24日㈯まで
「わらべうたで、穏やか子育て」

　　講師：山下直樹さん
　　■ワークショップ
　　「親子で楽しむわらべうた」
　　９月１日㈰10：45～11：30
　　 五個荘コミュニティセンター
　　 乳幼児と保護者
　　 20組 （申込み先着順）
　　■講演会
　　「子どもの育ちとわらべうた」
　　９月１日㈰13：30～14：30
　　 五個荘コミュニティセンター
　　 30人 （申込み先着順）

毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈮

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

蒲生図書館

16日㈮10:30～10:50
３日㈯、10日㈯ 11:00～11:30

         24日㈯10:30～11:00
ガリ版で作ってみよう！

　　自分だけのうちわ
　　講師：三﨑尚子さん
　　22日㈭14：00～15：30
        小学生以上
　　 15人（申込み先着順）
　　 200円 （材料費）　　

毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈮

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

能登川図書館

２日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『夢』

　　11日㈷14:00から（120分）
『ポカホンタス』

　　25日㈰14:00から（81分）
夏休み作ってあそぼう工作会

　　４日㈰10：30から
　　 親子10組（申込み先着順）

毎週月・火曜日

■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

８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132回企画展　東近江 水辺の風景
９月15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
具を使った体験を行います。
※濡れてもよい服装でお越しください。

８月17日㈯13：30～16：00の間、随時
スズムシ交流会
　持参したスズムシの交換と育て方
の情報交換をします。

８月24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

中路融人記念館

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。滋賀県や中国を写生した素描作
品20点と、本画作品５点を出展しま
す。

18日㈰まで
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日 （12日㉁は開館）、13日㈫

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

東近江大凧会館

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

８月26日㈪まで
大人300円、小中学生150円

毎週水曜日、27日㈫

 

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

　
夏季特別展
好きを仕事に～小さいことの積み重ね～
　若手研究者の幼少期からの 「好き」
を仕事に生かしていく過程を紹介し
ます。

９月１日㈰まで
大人300円、小中学生150円 （入館料）

　※市民は無料
夏季企画展　南極ゆうびん（前半）
　 南 極 観 測
船に積み込ま
れ、南 極・昭
和基地を経由
して届ける「南
極 ゆうびん」
について紹介します。

９月29日㈰まで
大人300円、小中学生150円 （入館料）

　※市民は無料
南極ゆうびんで届けたいハガキ募集
　南極の昭和基地まで半年かけて往
復28,000キロを旅するハ
ガキで大切な人にあなた
の気持ちを伝えてみませ
んか？ （宛先は国内）

９月29日㈰まで
来館して特別なポストに

投函できる人 （郵送では受付けません。）　
先着500通 （一人２通まで）
ハガキ１通につき63円分の切手

    ※入館料は別途必要 （市民は無料）
毎週月・火曜日

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

あかね文化ホール

音楽の散歩道　Vol.195
　１部は T

ト ゥ レ

re's M
マ リ サ

aRiSa のアルハープ
演奏で、2 部はみんなで歌います。

８月８日㈭10:00～11:45 
500円

毎週火曜日

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

夏休み子ども博物館
◆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）

◆昔の文字を書こう！
８月31日㈯まで　※要予約
100円（材料代）

◆拓本を採ろう！
８月31日㈯まで　※要予約
200円（用紙代）

毎週月曜日 （12日㉁は開館）
        13日㈫、15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　未来へのバ
トン～あなたが「つなぎ人

びと

」～
　戦争体験を聞く会、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㈫～15日㈭
なし

今月の一冊

『あの日を忘れない　
語り継ぎたい戦争
の記憶 』
土川まどか／著
サンライズ出版
　本書は、旧長浜市・湖北地域
に住む戦争体験者の聞き書き集
です。その時代に生きたものに
しか語ることのできない、生と
死と、平和への思い。この肉声を、
後世へ伝えることの大切さを感
じます。

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

　 夏休み特別企画

　   近江商人体験室
　 近 江 商 人のエピ
ソードの紹介、行商
旅 姿や天びん棒の
重さ体 験、 取 扱商
品の蚊帳や千両箱
などに触れる体験室
を設けています。

９月１日㈰まで
大人300円、小中学生150円

近江商人博物館　
☎0748-48-7101 050-5802-3134　

0748-48-7105
毎週月曜日 （12日㉁は開館）、13日㈫　

今月の
いち押し

　夏休みは図書館で過ごしませんか？
　夏休み期間中、図書館では子どもから大人まで楽しめるさまざまな催し物
を開催しています。ぜひ、家族や友達とお楽しみください。　　　　　　　　　　　

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
   「ほんのにわへようこそ！」

　 クイズに答えたり、やさいのおえかき
をしたりして本の世界を楽しもう！日曜日

 には、「ひみつの　ほんのにわ」でおは
 なし会や工作会がはじまるよ！

　 ８月25日㈰まで 

永源寺図書館
   「えほんであそぼ！まちのおしごと 

  やってみよう」

 　図書館の中にさかなやさん、たべもの
  やさんなどが開店！お店の人になったり、
  お客さんになったりして遊ぼう！
　 ９月1日㈰まで 


