図 書館
３月の

今月の一冊
『てをつなぐ』
鈴木まもる／作
金の星社
男の子とお母さん のつないだ
手が、地球上に生きるいろいろな
人々、動物へとつながっていく様子
が描かれた絵本です。
今はコロナ禍で手をつなげない
日々が続いていますが、心の手と
手はつないでいきたい……ページ
をめくると、そんな願いが込み上
げてきます。

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

能登川図書館

050-5801-7007
0748-42-8123

５日㈮、
４月２日㈮10：30から
毎週土曜日14：30〜15：00
『青い山脈』
（邦画）
14日㈰14：00から（93分）
15人
『ねないこだれだ』
28日㈰14：00から（27分）
15人
毎週月・火曜日、
26日㈮
15
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八日市図書館

050-5801-1515
0748-24-1323

３日㈬、27日㈯、４月７日㈬
11：00から
親子５組（申込み先着順）
毎週土曜日14：30〜14：45
ドキュメンタリー映画
『つつんでひらいて』
（邦画）
５日㈮19：00から（94分）
30人（申込み先着順）
『椿三十郎』
（邦画）
７日㈰、10日㈬14：00から（96分）
各回15人
２日㈫10：00から（申込み先着順）
展示「未来につなげたい奇跡の森

６日㈯10：30〜11：00
13日㈯、27日㈯10：30から
毎週月・火曜日、20日㈷、26日㈮

五個荘図書館

ものの森〜」

２日㈫〜14日㈰
ワークショップ
「ぐるっと自然みつけ」
■絵本の読み聞かせ＆自然かんさつ
14日㈰10：30〜11：00
小学生以下の親子10組
（申込み先着順）
■「初心者向け自然観察」
14日㈰14：00〜15：00
中学生以上10人（申込み先着順）

永源寺図書館

湖東図書館

050-5801-2300
0749-45-3343

３日㈬、11：00〜11：20
27日㈯14：30〜15：00
13日㈯15：30から
ドキュメンタリー映画
『つつんでひらいて』
（邦画）
６日㈯14：00から（94分）
20人（申込み先着順）
『卒業』
（洋画・字幕）
13日㈯14：00から（107分） 15人
荒井庸子紋切作品展
「本を旅する
世界を旅する」
３月29日㈪まで
毎週火曜日、
20日㈷、26日㈮

19日㈮10：30〜10：50
６日㈯、13日㈯11：00〜11：30
27日㈯10：30〜11：00
長倉洋海著作展
３月14日㈰まで
毎週月・火曜日、20日㈷、26日㈮
＝場所、

050-5801-8050
0748-27-8090

11日㈭11：00から
毎週土曜日11：00〜11：30
『家族ゲーム』
（邦画）
27日㈯14：00から（106分）
澤田弘行写真展
「東近江のトンボと野の花」
21日㈰まで
春のスペシャルおはなし会
４月３日㈯14：00から
毎週月・火曜日、20日㈷、26日㈮

050-5802-8342
0748-55-5703

＝申込み、

博物館・文化施設 催しガイド
東近江大凧会館
050-5801-1140

＝対象、

＝問合せ、

＝定員、

＝IP電話、

＝費用、

＝ファクス

＝持ち物、

西堀榮三郎記念探検の殿堂

0748-23-1860

■ひな人形の凧展
ひな祭りに合わせて、男雛、女雛、
三人官女、五人ばやしなどが描かれた

和紙に竹の骨組み
が取り付けられた
「ひな人形の凧」
を展示します。
３月７日㈰まで

大人300円、小中学生150円
毎週水曜日、23日㈫

中路融人記念館
050-5802-3134

鈴木まもる絵本原画展
「てをつなぐ」
18日㈭〜４月18日㈰
■鈴木まもる講演会
「
『てをつなぐ』と鳥の巣の不思議」
28日㈰①13：00から ②15：30から
各回小学生以上30人（申込み先着順）
毎週月曜日、20日㈷、26日㈮

■記号の説明・・
・ ＝日時、

050-5801-2030
0748-48-6445

18日㈭10:30から
６日㈯、13日㈯11：00から
『くまのプーさん』
28日㈰10：30から（74分）
ドキュメンタリー映画
『つつんでひらいて』
（邦画）
６日㈯19：00から（94分）
25人（申込み先着順）
毎週月・火曜日、20日㈷、26日㈮

〜保全活動からうまれた河辺いき

蒲生図書館

050-5801-2266

愛東図書館

0748-48-7105

■融人と山
富士山や伊吹山など、中路融人が
描いたさまざまな山の姿を紹介します。

３月14日㈰まで
大人300円、小中学生150円
毎週月曜日（１日㈪は開館）

能登川博物館
050-5801-6761

■第137回企画展

0748-42-8123

「くらしを彩る植物文様」
日々の暮らしに華を添えたさまざ

まな植物文様を紹介します。
３月17日㈬〜５月２日㈰
■春を染めよう
春の植物を使って染め物をします。
３月21日㈰13:30〜16:00
10人（申込み先着順）
300円
エプロンなど汚れてもよい服装
３月３日㈬ 10：00 から
（申込み先着順）
毎週月・火曜日、26日㈮

050-5802-2291

大空高くみんなの願いを！ 今月の
いち押
し
2020 巡回展
四神大凧の展示

0749-45-3556

■ 白 瀬矗生誕160年記念ミニ企画展
「白瀬矗 西堀榮三郎に南極への

夢を抱かせた男」
白瀬矗は日本人
として初めて南極
を探検し、西堀榮
三郎に影響を与え
た人物です。
５月23日㈰まで
▲ 記念撮影ができます。
大人300円、
小中学生150円
※市民は無料
毎週月・火曜日

全国一斉凧揚イベント「大空高くみ
んなの願いを！2020」
がコロナウイル
ス終息の願いを込めて、全国19カ所の
会場で行われました。
今回、平城宮跡歴史公園で飛揚さ
れた青龍 ､ 白虎 ､ 朱雀、玄武の四神
が描かれた大凧４基を展示します。
３月11日㈭〜４月11日㈰
東近江大凧会館
大人300円、小中学生150円

観峰館
☎0748-48-4141

0748-48-5475

■冬季企画展
「生誕１１０年記念
原田観峰の書」
昭和28年から習字
の通信教育を全国的
に展開した原田観峰
の作品を紹介します。
▲ 原田観峰
■商家に伝わる
「気宇融和」
ひな人形めぐり
商家に伝わるひな人形と桃や梅な
どをモチーフにした中国絵画作品を
展示します。
■共通
３月21日㈰まで
大人500円、高校生・学生300円
毎週月曜日（１日㈪は開館）

あかね文化ホール
050-5801-0207

0748-55-3898

■音楽の散歩道 Vol.207
１部はアンサンブル・ダミューによ

る打楽器の演奏、２部は「なつかし
の名曲」を鑑賞します。
３月11日㈭10：00〜11：45（9：45開場）
500円
毎週火曜日、22日㈪

※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。
※費用の記載がないものは、無料です。

滋賀県平和祈念館
050-5802-9800

0749-46-0350

■第28回企画展示
「戦争が終わって

−海外からの復員と引揚げ−」

３月３日㈬〜６月20日㈰
毎週月・火曜日

近江商人博物館
050-5802-3134

0748-48-7105

■商家に伝わるひな人形めぐり
江戸時代後期から明治・大正・昭和

初期と各時代の近江商人の里のひな人
形を展示。全国各地の郷土雛や東近江
市出身の故藤井志満
子さんが制作された
市松人形の小さな着
物なども展示します。
３月21日㈰まで
■お雛様のお話
展示しているひな人形について学芸

員が解説します。
３月６日㈯13：30〜14：00
参加者多数の場合、入場制限あり
■共通
大人300円、
小中学生150円
毎週月曜日（１日㈪は開館）
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