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図書館
050-5801-1140　 0748-23-1860

東近江大凧会館

■〝たのしさいっぱい″クリスマスの凧展
　サンタクロース、トナカイ、雪だる
ま、ベル、星、プレゼント箱などの
凧を展示します。

12月25日㈮まで
大人300円、小中学生150円

■シャドーボックス展
　M

モ ッ コ ー ズ

OCO‘S H
ハ ウ ス

OUSE の協力により、立
体的な絵で表
現するシャドー
ボックスを展示
します。
 12月12日㈯
から25日㈮まで
大人300円、小中学生150円

■大凧を年賀状にお使いください！
　来年の干支である「丑

うし

」の絵が描
かれた大凧のスタンプと２畳敷きサイ
ズの凧を設置します。スタンプの押印
や大凧を撮影して年賀状に利用でき
ます。（イラストは、ホームページから
ダウンロードできます。
http://oodako.net/）
12月27日㈰まで

■親子凧作り教室
～丑の干支凧を作ろう～
　親子で令和３年の干支で
ある「丑」の絵を描いた凧を作ります。
凧作り：１月11日㈷９：00～12：00

　凧上げ：13：00～14：00 
　（凧上げ会場：布施公園）　
５歳以上の子どもと保護者
15組（申込み先着順）
500円
毎週水曜日、22日㈫、

　   28日㈪～１月２日㈯

050-5802-3134　 0748-48-7105

中路融人記念館

■作品名でひもとく中路融人の世界
　作品名によく用いられる 「湖」や 
「朝」などの言葉を集め、中路融人
が表現する世界観に迫ります。
 12月20日㈰まで
大人300円、小中学生150円
毎週月曜日、29日㈫～１月３日㈰

050-5802-2291　 0749-45-3556

西堀榮三郎記念探検の殿堂

■ ① 「追求の先に…美を拓くものた
ち」展  Part8

　美を追求する21分野67人の作家に
よる美術展覧会です。

■ ② 美を拓くものたち関連企画
　「個展　中島陽子の書の世界」
　書家・中島陽子の作家遍歴を数々
の作品とともに追う個展です。
①②共通
12月20日㈰まで
大人300円、 小中学生150円

　※市民は無料。
■ ミニ企画展「金環日食－西堀青年も
見たのか？　第三部」
　天体の方位と方角を測定し、地球上
における自分の現在位置を導き出す技
術・天測。10代のころ学んだ天測を、
晩年の西堀がどう活用し、後に続く探
検家たちへ伝えたのかを紹介します。六
分儀やクロノメーターな
どの天測に使う道具も
ご覧いただけます。
12月27㈰まで
大人300円、小中学生150円

　※市民は無料
毎週月・火曜日、30日㈬～１月３日㈰

■第27回企画展示
「戦争と教師たち
　－学校・子どもたち・戦場－」
令和３年２月21日㈰まで

■地域交流展示
   「戦時中の体験 触れる 感じる そし
　て考える」
12月20日㈰まで
毎週月・火曜日、

        30日㈬～１月３日㈰

050-5801-0207　 0748-55-3898

あかね文化ホール

■音楽の散歩道　Vol.204
　１部は灰谷操、美音子・亜由美の
ピアノ２台による母娘共演、２部は「な
つかしの名曲」を鑑賞します。
12月10日㈭10：00～11：45 （9：45開場）
500円
毎週火曜日、20日㈰、

　　30日㈬～１月３日㈰

能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123

■第136回企画展
　ガリ版今昔ものがたり
　本市出身の堀井新治郎父子が発明
した謄写式印刷機「ガリ版」。その歴
史と新たな可能性を紹介します。
12月23日㈬～２月14日㈰
毎週月・火曜日、

　   30日㈬～１月５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

書館館
 12月の 博物館・文化施設催しガイド 今月の

いち押し

　※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、催し内容は変更される可能性があります。
　　 市ホームページまたは各館などへの問い合わせにより、事前に確認してください。

２日㈬、26日㈯、１月６日㈬
　　11:00から 
　 親子５組（申込み先着順）

毎週土曜日14：30～14：45
『あの子を探して』

　　（洋画・日本語吹き替え）
　    13日㈰、16日㈬14：00から（106分）
　 15人
　 １日㈫10：00から （申込み先着順）
毎週月曜日

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

18日㈮10:30から
毎週土曜日14：30～15：00
 『永遠の人』（邦画）

　　13日㈰14：00から（107分）
　　 15人
 『ピーターラビットとなかまたち

　　／ひげのサムエルのおはなし』
　　27日㈰14：00から（28分）
　　 15人
 毎週月・火曜日

050-5801-8050
0748-27-8090永源寺図書館

10日㈭11:00から
毎週土曜日11：00～11：30
『第三の男』（洋画・字幕）

　　 19日㈯14：00から（105分）
 冬のスペシャルおはなし会

　 20日㈰14：00～15：00
    30人 （申込み先着順）
毎週月・火曜日

050-5801-2266愛東図書館

５日㈯10:30から
12日㈯、26日㈯10：30から
毎週月・火曜日

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

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

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

17日㈭10:30～11：00
５日㈯、19日㈯11：00～11：30
 『ミッキーのクリスマスキャロル』

　　27日㈰10：30から（30分）
毎週月・火曜日

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

２日㈬11:00から
19日㈯、26日㈯14:30～15:00
12日㈯15：30から
 『学校』（邦画）

　　12日㈯14：00から（129分）
毎週火曜日

今月の一冊

　ぼくがまだ木のぼりをしていた
ころ、村にはゾマーさんがいた。
毎日、いつでも、村のどこかを
ひたすら歩くゾマーさんが。
　ぼくが好きな女の子と一緒に
帰れなかった日も、木から落ちた
日も、雪の日も。ステッキを持っ
てどこまでも。

『ゾマーさんのこと』
パトリック・ジュース
キント/ 著
ジャン＝ジャック・サンペ / 絵
池内紀 / 訳　文藝春秋

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

ジャン＝ジャック・サンペ / 絵

050-5801-1515
0748-24-1323八日市図書館 いち押し

親子凧作り教室

サンタクロースの凧を作ろう

　親子でサンタクロース
の形をした凧を作ります。
12月20日㈰

　１回目９：00～12：00
　２回目13：00～16：00
500円
５歳以上の子どもと

　保護者
各回15組（申込み先着順）
東近江大凧会館

の形をした凧を作ります。

各回15組（申込み先着順）

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

年末年始の休館日

12月28日㈪～１月５日㈫

　図書館では、誰もが必要な資料や情報を手に入れ、また読書を楽しめるよう、
さまざまな形態の図書や読書を支援するための機器をそろえています。ぜひ活用
してください。詳しくは、お近くの図書館へ問い合わせてください。

こんな図書があります
■大きい文字で読みやすい『大活字図書』 　　■耳で聞く図書『朗読ＣＤ・音声デイジー図書』
■触って読む図書『点字図書・布絵本』　　 　 ■読書を支援するための機器『よむべえスマイル・プレクストーク』　

※ デイジー図書とは、小説などをデイジーという形式で録音したＣＤです。プレクストークなど専用の音声再生機で聞くこ 
とができます。図書館では、プレクストークと一緒に借りることができます。
※よむべえスマイルとは、文字をスキャナーで読み取り、音声で読み上げることができる機器です。

▲プレクストーク

  誰もが読書を楽しむために 〜バリアフリー資料をご利用ください〜

※ 八日市図書館は、
   １月５日㈫から開館します。

おひざでだっこのおはなし会を
再開します。
参加人数によっては、入場を制
限することがあります。




