図 書館
10 月の

今月の一冊
『赤ちゃんはことば
をどう学ぶのか』
針生悦子／著
中公新書ラクレ
ヒトが生まれて、どう言葉を獲得
していくのか、多くの臨床からその
プロセスを丁寧に追ってきた著者
が、母語習得の大切さを語ってい
ます。
まだ話せぬ赤ちゃんが、何を考
えているのかも垣間見えます。

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

永源寺図書館

２日㈬、18日㈮ 11:00～11:30
東近江市子育て支援センター
毎週土曜日14:30～15:00
毎週月曜日、
１日㈫～３日㈭、
15日㈫、22日㈷

蒲生図書館

３日㈭11:00から
毎週土曜日11:00～11:30
『真昼の決闘』
19日㈯14:00から（84分 /字幕）
■展示「稲わらと茶つみ」
永源寺地区で昔から稲作や茶つ
みに使われてきた道具を展示し
ます。
19日㈯～11月10日㈰
■稲わらワークショップ
地元のわら細工名人がわらじの
作り方を教えます。
27日㈰ 13:30～16:00
高校生以上
10人（申込み先着順）
図書館でいきいき脳活
31日㈭10:40～12:10
毎週月・火曜日、16日㈬、23日㈬

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

18日㈮10:30～10:50
５日㈯、12日㈯11:00～11:30
26日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、16日㈬、23日㈬

湖東図書館

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

２日㈬11:00～11:20
19日㈯、26日㈯ 14:30～15:00
12日㈯15:30から
『用心棒』
12日㈯14:00から（110分）
毎週火曜日、14日㈷、23日㈬

愛東図書館

☎0749-46-2266
050-5801-2266

５日㈯、11月２日㈯10:30～11:00
12日㈯、26日㈯10:30から
毎週月・火曜日、16日㈬、23日㈬

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

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

４日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『伊豆の踊子』
13日㈰14:00から（87分）
『14ひきのやまいも』
27日㈰14:00から（28分）
毎週月・火曜日、16日㈬、23日㈬

図書館でいきいき脳活！

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

17日㈭ 10:30～11:00
５日㈯、19日㈯ 11:00～11：30
『どうぶつえんのいっしゅうかん』
27日㈰10:30から（67分）
毎週月・火曜日、16日㈬、23日㈬、
26日㈯※臨時休館

～頭と体を楽しみながら動かす～

「最近、もの忘れが増えてきたような……」
「認知症予防に何か始めたいなあ」
そんな思いを抱いている人も多いのではないでしょうか。
タッチパネルで簡単にできる「ものわすれチェック」
、
懐かしい遊びを楽しみながら脳を活性化する「回想法」
、
座ったままで楽しく運動できる「認知症予防体操」が永源寺図書館で体験できます。
頭の体操になるクイズ集や、脳の活性化を促す運動・レシピ本など、認知症予防に役立つ本も紹介します。
図書館で、頭と体を動かして、
「脳活」してみませんか。
10月31日㈭ 10：40～12：10（申込み不要、時間内参加自由）
永源寺図書館 視聴覚ホール
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■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

滋賀県平和祈念館

☎0748-42-6761
0748-42-8123

☎0749-46-0300
0749-46-0350

050-5801-6761

猪子山探検隊～秋のきのこ～
秋の猪子山できのこを採集し、どん
なきのこが生えているかを調べます。
10月13日㈰13:30～15:30（小雨決行）
猪子山登山口（能登川ひばり保育園前）
30人（申込み先着順）
汚れてもよい服装と靴、ビニール袋
またはかご、筆記用具、雨具
秋の民具体験～七輪で魚を焼こう～
自分で炭火をおこした七輪を使っ
て、魚を焼きます。
10月26日㈯10:00～
12:30（小雨決行）
15人（申込み先着順）
材料費実費
はし、皿、飲み物
10月５日㈯10:00から
猪子山探検隊～秋を見つけよう！～
秋の猪子山で、落ち葉や木の実を
集めて、自然の遊びを体験します。
11月９日㈯10:30～12:00（雨天中止）
猪子山登山口（能登川ひばり保育園前）
30人（申込み先着順）
採集用のビニール袋、軍手、汚れ
てもいい服装と靴
10月20日㈰10:00から
毎週月・火曜日、16日㈬、23日㈬

観峰館

☎0748-48-4141

0748-48-5475

秋季特別企画展
「中国山水画の精華」
11月17日㈰まで
大人1,000円、
高校生・学生800円
※チラシを持参すると市民は無料
ギャラリートーク＆ミニコンサート
徳永有生さんのクロマチックハー
モニカ演奏と展示作品の解説
10月13日㈰13：30～15：00
大人1,000円、高校生・学生800円
※チラシを持参すると市民は無料
毎週月曜日（14日㈷は開館）、15日㈫

050-5802-9800

大人のための歴史教室
「はじまりは満州だった」
講師：大阪大学名誉教授
生田美智子さん
10月12日㈯13：30～15：00
80人（申込み先着順）
毎週月・火曜日（14日㈷、22日㈷
は開館）

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

東北の凧シリーズⅡ
秋田・山形・福島
秋田県・山形県・福島県の凧を展示
します。
10月22日㈷～
11月25日㈪
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
毎週水曜日、15日㈫、21日㈪

050-5802-2291

「追求の先に･･･美を拓くものたち」展
Part7
22分野、71人の作家の作品を展示
します。
12月28日㈯まで
※12月28日㈯は15時まで
大人300円、
小中学生150円
※市民は無料
◆美を拓くものたち関連企画
マーケット市友好40周年記念展「極」
12月28日㈯まで
※12月28日㈯は15時まで
◆美を拓くものたち同時開催
鶴房健蔵展「湖彩」
12月28日㈯まで
※12月28日㈯は15時まで
大人300円、
小中学生150円
※市民は無料
毎週月・火曜日、16日㈬

あかね文化ホール
☎0748-55-0207
0748-55-3898

2019年特別企画

今月の
いち押
し

050-5801-0207

音楽の散歩道 Vol.197
１部は邦楽グループ「ときわ」と尺
八の田代慎山さん、２部はみんなで
歌います。
10月10日㈭10:00～11:45
500円
毎週火曜日、13日㈰

近江商人博物館
☎0748-48-7101
0748-48-7105

050-5802-3134

近江商人の里の女子教育
‐下田歌子から塚本さとへ‐
かつて「女には学問はいらぬもの」
といわれた時代に、近江商人の妻
塚本さとが、郷土のために女学校を
創立して今年で100周年。近江商人
の里の女子教育をふり返ります。
12月１日㈰まで
大人300円、
小中学生150円
７日㈪、15日㈫、21日㈪、
23日㈬、
28日㈪

中路融人記念館
☎0748-48-7101
0748-48-7105

050-5802-3134

勝博‐中路融人もうひとつの顔‐
中路融人は、1973年
が ご う
に雅 号をつけるまで本
名の勝博で活動してい
ました。
改号以降の穏やかな
作風とはまるで印象の
異なる、若き情熱あふれた硬派な作
品を紹介します。
11月17日㈰まで
大人300円、小中学生150円
７日㈪、15日㈫、21日㈪、
23日㈬、
28日㈪
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