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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

６日㈬、22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、３日㈷、23日㈷

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

蒲生図書館

15日㈮10:30～10:50
２日㈯、９日㈯11:00～11:30

　　16日㈯10:30～11:00
本の森の動物たち

　　～しんぶんしアニマルアート展～
　　20日㈬～12月14日㈯
　　※最終日は17:00まで

しんぶんしであそぼう！
　　30日㈯14:00～15:00
　　 15人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、３日㈷、10日㈰、23日㈷

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

能登川図書館

１日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00

『おしゃれ泥棒』
　　10日㈰14:00から（124分）

『長い長いお医者さんの話』
　　24日㈰14:00から（43分）

大石芳野写真展「長崎の痕
　　- それでも、ほほえみを湛えて、
　　生きる -」
　　７日㈭～12月15日㈰

大石芳野講演会「戦禍の記憶」
　　12月7日㈯14:00～16:00
　　 60人 （申込み先着順）

毎週月・火曜日

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

湖東図書館

６日㈬、12月４日㈬11:00～11:20
30日㈯ 14:30～15:00
９日㈯15:30から
『地下室のメロディー』

　　９日㈯14:00から（103分 /字幕）
ちいさな秋みつけよう！

　　ルピナスさんのおはなし会
　　16日㈯13:30～14:30

毎週火曜日、３日㈷、23日㈷

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

永源寺図書館

14日㈭11:00から
毎週土曜日11:00～11:30
『ゴジラ』

　　２日㈯14:00から（98分）
展示「稲わらと茶つみ」　10日㈰まで
良い夜いコンサート

　　８日㈮19:00～21:00
「ごはん大好き絵画コンクール

　　作品展」　15日㈮～12月１日㈰
東近江のお米をたべよう

　　16日㈯10:30～12:00
　　 小学生以上　 15人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

２日㈯10:30～11:00
９日㈯10:30から
毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

14日㈭ 10:30～11:00
２日㈯、16日㈯ 11:00～11：30

『ミッキーと豆の木』
　　24日㈰10:30から（30分）

ステンドグラス下敷きをつくろう
　　９日㈯13:30～15:00
　　 年長から小学生までの子どもと
　　　保護者　 20人 （申込み先着順）

近江鉄道写真展
　　～身近に潜む世界の絶景３～
　　14日㈭～12月８日㈰

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

☎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

１１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

東近江市博物館グループ企画展
「東近江の万葉文化」

国史跡百済寺境内指定10周年記念展示
「国史跡 百済寺境内 - 近江屈指の山

寺 その実態に迫る -」
11月3日㈷まで

オリジナルリース創り
12月14日㈯13:30～

16:00
30人（申込み先着順）
500円
軍手、剪

せんてい

定バサミ、リースを持ち
帰る箱など

11月16日㈯10:00から
毎週月・火曜日

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

企画展　
「中国山水画の精華」、「対

ついれん

聯の書と
法帖」、「瓦当～中国古代の造形美～」

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
企画展

「中国の人物画」、「瓦当～中国古代
の造形美～」

11月23日㈷～１月19日㈰
大人500円、高校生・学生300円

５日㈫、11日㈪、18日㈪～22日㈮、
　　25日㈪

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

滋賀県平和祈念館

大人のための歴史教室
「女たちのシベリア抑留」

講師：大阪大学名誉教授
　　   生田美智子さん

11月９日㈯13：30～15：00
80人 （申込み先着順）

毎週月・火曜日（４日㉁は開館）

☎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

Part7 
◆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」
・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
　※マーケット市友好40周年記念展
　　「極」は無料で鑑賞できます。
南極ゆうびん-昭和基地の郵便局-２

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
Ｇ-Ｇ-のサイエンス倶楽部
ドローン飛行体験教室

11月16日㈯13:00～16:00
市民 （小学生以下は保護者同伴）
４組 （申込み先着順）　
11月６日㈬から

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.198
　１部はアウレ・ムジカ・アンサンブル
の歌と演奏、２部はみんなで歌います。

11月14日㈭10:00～11:45  　 500円
HAMORI-BEコンサート2019
～歌の故郷をたずねて～
◆午前の部（親子で楽しむ）

11月24日㈰11：30から （11：15開場）
一般 1,000円、子ども （3歳～小学生） 

　500円※３歳未満ひざ上１人無料
◆午後の部（一般・学生対象）

11月24日㈰14：00から （13：30開場）
一般 2,500円、学生 （小・中・高・大

　学生など） 1,000円　※当日券は、
　+500円、未就学児入場不可

毎週火曜日、18日㈪

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

近江商人博物館

特別講座「近江商人と出世払い」
講師：滋賀大学名誉教授 宇佐美英機さん

11月４日㉁13:30～15:00
てんびんの里文化学習センター
300円　 11月４日㉁まで

５日㈫、11日㈪、18日㈪、25日㈪

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

中路融人記念館

勝博‐中路融人もうひとつの顔‐
11月17日㈰まで
大人300円、 小中学生150円

もりもりマチエールで描こう！
11月10日㈰13:30～15:30
てんびんの里文化学習センター
小学生以上　
15人（申込み先着順）　 800円
エプロンなど汚れてもいい服装

５日㈫、11日㈪、18日㈪、25日㈪

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

東近江大凧会館

2019年特別企画　
東北の凧シリーズⅡ 秋田・山形・福島

11月25日㈪まで
大人300円、小中学生150円

毎週水曜日、26日㈫

今月の一冊

『大人のアクティビ
ティ！日本でで き
る28の夢のような
体験』
小林希／著 ワニブックス　

　犬ぞり体験や水族館でのナイト
ステイ、マングローブ原生林でのカ
ヌー体験など、著者が国内を旅し
て体験した心おどるアクティビティ
を紹介しています。
　日本とは思えないような美しい
写真は、見ているだけでワクワク
した気分にさせてくれます。

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

刀剣の美　鑑賞のツボ

　現代刀職展で最高
賞を受賞された北川
正忠刀匠などが、日本
刀について解説しま
す。鍛刀場見学もあります。（全２回）

①11月23日㈷13：30～16：00
　②12月７日㈯13：00～16：00

①てんびんの里文化学習センター
　②北川鍛刀場 （五個荘平阪町）

刀剣鑑賞初心者で、本講座を初めて
　受講する人（全２回参加必須）　

20人 （申込み先着順）　
①500円、②2,000円　
近江商人博物館

今月の
いち押し

「長崎の痕
きずあと

- それでも、ほほえみを湛
たた

えて、生きる-」  
　長崎に原子爆弾が投下されてから74年。戦争が終わってからも長崎の苦しみ
は続き、今なお痛みや不安を抱えて生きている人々がいます。「長崎を最後の被
爆地としてほしい」。そう願う被爆者たちの声に耳を傾け、苦しみながらも懸命
に生きる姿を記録してきた写真家 大石芳野さんの22年間の軌跡を展示します。

11月7日㈭～12月15日㈰　 能登川博物館ギャラリー

◆大石芳野講演会「戦禍の記憶」
12月７日㈯14：00～16：00　 能登川図書館 集会ホール
60人（申込み先着順）

大石芳野写真展


