図 書館
1月の

今月の
一冊

八日市図書館

８日㈬、25日㈯、２月５日㈬
11:00～11:30
毎週土曜日14:30～15:00
毎週月曜日、1日㈷～４日㈯、14日
㈫、
24日㈮

永源寺図書館

『はしは うたう』
佐藤実紀代／作 HOSHIDO
若狭塗の箸職人である的場政義
さんの作品とその生き方に魅せら
れた著者が、丁寧に取材し、まと
められた本です。
柄となる素材の特徴を生かしな
がら、絶妙な色合いで仕上げられ
た箸には上品な美しさがあります。

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

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

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

16日㈭ 10:30～11:00
11日㈯、18日㈯ 11:00～11：30
『ふゆものがたり』
26日㈰10:30から（30分）
毎週月・火曜日、1日㈷～４日㈯、
15日㈬、24日㈮

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

９日㈭11:00から
毎週土曜日11:00～11:30
展示
「本の森の動物
たち～しんぶ
んしアニマルア
ート展～」
1月23日㈭まで
毎週月・火曜日、1日㈷～４日㈯、
15日㈬、24日㈮
☎0748-42-7007
能登川図書館 050-5801-7007
0748-42-8123

10日㈮10:30～11:00
11日㈯、18日㈯、25日㈯
14:30～15:00
『荒野の七人』
12日㈰14:00から（128分）
『リトルポーラベア』
26日㈰14:00から（30分）
毎週月・火曜日、1日㈷～４日㈯、
15日㈬、24日㈮

湖東図書館

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

８日㈬、２月５日㈬11:00～11:20
18日㈯、25日㈯ 14:30～15:00
11日㈯15:30から
『フラッシュダンス』
11日㈯14:00から（95分 /字幕）
毎週火曜日、1日㈷～４日㈯、13日
㈷、24日㈮

蒲生図書館

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

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㈷～４日㈯、
15日㈬、24日㈮

愛東図書館

☎0749-46-2266
050-5801-2266

11日㈯、２月１日㈯10:30～11:00
18日㈯、25日㈯10:30から
毎週月・火曜日、1日㈷～４日㈯、
15日㈬、24日㈮

＝場所、

＝申込み、

050-5802-2291

ネコのたけしがナビゲートする
昭和基地のお正月 in 1958
初代越冬隊員たちが南極の昭和基
地で迎えたお正月の様子を当時の写
真やイラストなどで紹介します。
１月５日㈰～２月２日㈰
大人300円、小中学生150円
※市民は無料
◆関連イベント
「西堀語録おみくじ、すごろく、射的」
１月5日㈰～２月２日㈰
※関連イベントは無料
東近江スマイルネット特別番組
「西堀榮三郎とネパール～遺したも
の・継がれること～」の常設
東近江スマイルネットが制作した特
別番組を１階の西堀榮三郎記念室に
常設します。
（上映時間：約１時間）
１月５日㈰から
毎週月・火曜日、
１日㈷～４日㈯、
15日㈬

☎0748-48-4141

0748-48-5475

企画展
が と う
「中国の人物画」、
「瓦当～中国古代
の造形美～」
１月19日㈰まで
大人500円、高校生・学生300円
第24回かきぞめ大会作品展
１月12日㈰、13日㈷9：30～16：00
１日㈷～６日㈪、14日㈫、20日㈪
～31日㈮

☎0748-55-0207
0748-55-3898

図書館では本や雑誌だけでなく、利用カードでさまざまな資料を借りることがで
きます。
ふうとうぼく
八日市図書館では、２階風倒木コーナーにおいて自然をテーマにした写真や絵画、書
の額を１人１点、最長１カ月間貸し出しています。ブライアン・ウィリアムズさんの風景
画や乾千恵さんの書などがあり、全て本物の作品です。能登川図書館では、絵画や写
真のほかに地域の伝統産品である麻織物のタペストリーなどの貸出しを行っています。
詳しくは各図書館に問い合わせてください。
■記号の説明・・
・ ＝日時、

☎0749-45-0011
0749-45-3556

あかね文化ホール

図書館では額やタペストリーなどが借りられます!
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西堀榮三郎記念探検の殿堂

観峰館

ご存知ですか？
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博物館・文化施設 催しガイド

＝対象、

＝問合せ、

050-5801-0207

音楽の散歩道 Vol.200
１部は「ぴあのふぉるて」による歌
と演奏 、２部はみんなで歌います。
１月９日㈭10:00～11:45
500円
毎週火曜日、
１日㈷～３日㈮

＝定員、

＝IP電話

＝費用、

＝ファクス

＝持ち物、

近江商人博物館
☎0748-48-7101
0748-48-7105

050-5802-3134

ミュージアムガイド（基礎編）募集中！
近江商人の歴史や文化を伝える
ミュージアムガイドを募集していま
す。学芸員や観光ボランティアガイド
が講師となり基礎編（全３回）を受
講いただきます。
博物館と来館者、地域をつなぐ架
け橋として活躍してみませんか。
１月17日㈮、24日㈮、
31日㈮
10：00～12：00
10人（申込み先着順）
1日㈷～４日㈯、6日㈪、14日㈫、
20日㈪、27日㈪

中路融人記念館
☎0748-48-7101
0748-48-7105

050-5802-3134

木々の装い - 融人が描いた木のかたち 自然のあ
りのままを
描きとめた
中路融人。
今 回 は、
伸び伸びとした木々の姿や構図のお
もしろさに焦点をあてた19点を展示
します。
１月11日㈯～３月22日㈰
大人300円、
小中学生150円
1日㈷～４日㈯、6日㈪、14日㈫、
20日㈪、27日㈪

滋賀県平和祈念館
☎0749-46-0300
0749-46-0350

050-5802-9800

第25回企画展示
「守山空襲-戦場となった滋賀県-」
１月８日㈬～５月31日㈰
※学芸員による展示案内を１月11日
㈯13:30から行います。
毎週月・火曜日（13日㈷は開館）、
１日㈷～５日㈰

水鳥観察会

今月の
いち押
し

冬の伊庭
内湖に集ま
る鳥を観察
します。
２月１日㈯９：30～12：00
伊庭内湖周辺
（集合 能登川水車とカヌーランド）
30人（申込み先着順）
防寒着、双眼鏡（お持ちであれば）
１月11日㈯ 10:00から
能登川博物館

能登川博物館
☎0748-42-6761
0748-42-8123

050-5801-6761

第133回企画展
ちょっと昔の道具たち2020
昔懐かしい民具（生活道具）を展
示します。実際に道具を使える体験
コーナーもあります。
１月５日㈰～２月23日㈷
毎週月・火曜日、
１日㈷～４日㈯、
15日㈬、24日㈮

東近江大凧会館
☎0748-23-0081
0748-23-1860

050-5801-1140

新春特別企画
ねずみ
「子の干支凧とお正月遊び」
今年の干支の子が描かれた全国の
凧を展示します。かるたや福笑いな
どのお正月遊び体験コーナーも設置
します。先着150人にはミニ飾り干支
凧をプレゼントします。
１月３日㈮～26日㈰
大人300円、
小中学生150円
特別企画
「鬼の凧・福の凧」
鬼が描かれた凧と福助の凧を展示
します。
１月30日㈭～２月16日㈰
大人300円、
小中学生150円
毎週水曜日、
１日㈷、２日㈭、14日
㈫、28日㈫

広報ひがしおうみ 2020.1.1 14

