図 書館
３月の

今月の一冊
『走れ！ダンボル
ギー二！！』
今野英樹／著
方丈社
東日本大震災の被災地である石
巻市の梱包会社が、ダンボールで実
物大のスーパーカーを作りました。
社長であり、製作の中心メンバー
である今野さんの「培ってきた梱
包技術を使って、若者が地元で将
来を夢見てもらえるようなことをし
たい」という熱い思いが伝わってき
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

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

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

４日㈬、28日㈯、４月１日㈬
11:00～11:30
毎週土曜日14:30～15:00
パパと子どもがもっと仲良くなれる！
マジカル絵本読み聞かせ講座
15日㈰ 10:15～12:00
市内在住の未就学児の父親と
その家族
15組（申込み先着順）
春のおたのしみ会
22日㈰ 10:15～11:30
15人（申込み先着順）
毎週月曜日、20日㈷、27日㈮

能登川図書館

19日㈭ 10:30～11:00
７日㈯、21日㈯ 11:00～11：30
『くまのプーさん』
29日㈰10:30から（74分）
毎週月・火曜日、20日㈷、27日㈮

湖東図書館

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

４日㈬、４月１日㈬11:00～11:20
21日㈯ 14:30～15:00
14日㈯15:30から
『ロミオとジュリエット』
14日㈯14:00から（138分 /字幕）
毎週火曜日、20日㈷、27日㈮

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

愛東図書館

６日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『ライムライト』
８日㈰14:00から（137分 /字幕）
『ファンタジア』
22日㈰14:00から（117分）
毎週月・火曜日、20日㈷、27日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266

７日㈯、４月４日㈯10:30～11:00
14日㈯、28日㈯10:30から
毎週月・火曜日、20日㈷、27日㈮

蒲生図書館

☎0748-27-8050
永源寺図書館 050-5801-8050
0748-27-8090

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

13日㈮10:30～10:50
７日㈯、14 日㈯ 11:00～11:30
28日㈯10:30～11:00
ラトビアに関する展示会、ワー
クショップ、コンサートを開催
※詳しくは下部をご覧ください。
毎週月・火曜日、20日㈷、27日㈮

19日㈭11:00から
毎週土曜日11:00～11:30
『大脱走』
７日㈯14:00から（165分/字幕）
毎週月・火曜日、20日㈷、27日㈮

蒲生図書館でラトビアを感じよう！ ロシアに隣接するバルト三国のひとつ。
美しい自然に囲まれ、伝統音楽や手
工芸が盛んな国です。

３月21日㈯まで
（※最終日は16:00まで）

2ワークショップ
「ラトビアのおはなし
と小物づくり」

３月15日㈰14:00から
15人（申込み先着順）
15

500円

広報ひがしおうみ 2020.3.1

中路融人記念館

能登川博物館

☎0748-48-7101
0748-48-7105

☎0748-42-6761
0748-42-8123

3コンサート
「春待つラトビアの調べ」

ラトビアでは、古来より日々の暮らしや巡る
季節を歌や音楽で表現し、伝えてきました。
日本初のラトビア伝統音楽ユニット「ウズマ
ニーブ」が素朴で温かみのある音色を奏でます。
３月21日㈯19:15から（開場は19:00から）
70人（申込み先着順）
■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、

050-5802-3134

木々の装い - 融人が描いた木のかたち 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。
３月22日㈰まで
大人300円、
小中学生150円
おしゃべり鑑賞会
東近江市ゆかりの芸術家の作品を
見ながら、自由におしゃべりする「対
話型鑑賞」に挑戦してみませんか。
３月15日㈰13:30～14:30
てんびんの里文化学習センター
小学校１～３年生とその保護者
15人（申込み先着順）
200円
毎週月曜日（２日㈪は開館）

近江商人博物館
☎0748-48-7101
0748-48-7105

050-5802-3134

商家に伝わるひな人形めぐり
江戸後期から昭和初期にかけての
近江商人の里の華やかなひな人形を
一堂に展示しています。
３月15日㈰まで
大人300円、
小中学生150円
毎週月曜日（２日㈪は開館）

あかね文化ホール
☎0748-55-0207
0748-55-3898

ラトビアって？

1ラトビアの文化と手しごと展

博物館・文化施設 催しガイド

050-5801-0207

音楽の散歩道 Vol.202
１部は「ダドポールズ」による男性
コーラス、２部はみんなで歌います。
３月12日㈭10:00～11:45
500円
あかね人形劇シリーズ Vol.35
人形劇団「森のどんぐりさん」によ
る人形劇（演目「手ぶくろをかいに」
など）です。
３月20日㈷11:00～11:50
毎週火曜日

050-5801-6761

春を染めよう
春の植物を使って染め物体験をし
ます。
３月７日㈯13:30～16:00
10人（申込み先着順）
300円
ゴム手袋、エプロンなど汚れてもよ
い服装
第134回企画展
子どものための考古学
一つの土器片が発掘されてから展
示されるまでの工程を紹介します。
３月18日㈬～５月３日㈷
毎週月・火曜日、20日㈷、27日㈮

観峰館
☎0748-48-4141

0748-48-5475

冬季企画展「藤野正観の仕事展」
「商家に伝わるひな人形めぐり」
「ふるはし美鳥アート展～ネコとゼン
タングルⓇ～」
３月15日㈰まで
大人500円、高校生・学生300円
土曜講座「仏画の見方・描き方」
３月７日㈯13:00～14:00
20人（申込み先着順）
500円（館内の見学も可）
ゼンタングルワークショップ
３月８日㈰10:30～12:00、13:30～15:00
各回20人（申込み先着順）
300円（別途入館料が必要）
９日㈪、16日㈪～31日㈫

滋賀県平和祈念館
☎0749-46-0300
0749-46-0350

050-5802-9800

開館８周年記念事業
戦争体験を聞く会や戦時食の提
供、創作劇の上映、平和祈念館の事業
報告などを行います。
３月15日㈰10：45～15:50
毎週月・火曜日

車型ロボットの
プログラミング体験

今月の
いち押
し

自律 移 動 型ロ
ボットのプログラ
ムを作り、用意さ
れたコースにチャ
レンジする２日間
の体験会です。
①３月７日㈯、８日㈰13:30～16:00
②３月14日㈯、15日㈰10:00～12:30
小学校３～６年生
各回10人（申込み先着順）
1,000円
西堀榮三郎記念探検の殿堂

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

050-5802-2291

梅棹忠夫生誕100周年記念展
「探検家・梅棹忠夫が遺したもの - 探
検家の殿堂」
６月14日㈰まで
大人300円、小中学生150円
※市民は無料
ミニ企画展
「南極の建築技術 - 宇宙基地への扉」
５月24日㈰まで
大人300円、小中学生150円
※市民は無料
毎週月・火曜日、20日㈷

東近江大凧会館
☎0748-23-0081
0748-23-1860

050-5801-1140

ひな人形の凧展
ひな 祭りに合わ
せて、
「ひな人形の
凧」を展示します。
３月15日㈰まで
大人300円、小中学生150円
癒しの竹灯篭展
竹の筒を切り絵のように細工し、
内側からの光で模様を照らす竹灯篭
を展示します。
３月19日㈭～４月14日㈫
大人300円、小中学生150円
毎週水曜日、24日㈫
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