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図書館
050-5801-1140　 0748-23-1860

東近江大凧会館

■大空高くみんなの願いを！2020
　巡回展 四神大凧の展示
　「コロナウイルス終息」の願いを込
めて、全国一斉凧揚げイベント「大空
高くみんなの願いを！2020」が、昨
年の秋に３日間にわたって、平城宮跡
歴史公園を中心に、北は北海道から
南は沖縄県まで全国19カ所の会場で
行われました。
　今回は、平城宮跡歴史公園で飛揚
された青

せいりゅう

龍 ､ 西は白
びゃっこ

虎 ､ 南は朱
す ざ く

雀 ､
北は玄

げ ん ぶ

武の四神が描かれた大凧４基
を展示します。
 ４月11日㈰まで

■「鯉の凧展」
　鯉の絵柄の凧を
展示します。
４月15日㈭～

　５月５日㈷
■開館30周年記念展「大紙

い か

鳶展」
　開館30周年を迎え、版画などの資
料で大凧の歴史を巡ります。

４月29日㈷～５月30日㈰
■共通
大人300円、小中学生150円
毎週水曜日、27日㈫、30日㈮

050-5801-0207　 0748-55-3898

あかね文化ホール

■びわ湖ホール声楽アンサンブル
　"春”をおくるコンサート
「近江の春びわ湖クラシック音楽祭」
に先がけて贈る春のコンサート。
　美しい歌声をお楽しみください。
４月25日㈰14：00開演（13：00開場）
一般1,000円、18歳以下500円
毎週火曜日、30日㈮

能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123

■第137回企画展
　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。

５月２日㈰まで
■ホタル観察会
　博物館周辺でホタル
の観察を行います。
５月22日㈯

　19:30～21:00
20人（申込み先着順）
筆記用具 ・ 懐中電灯 （お持ちであれば）
５月１日㈯10：00から
毎週月・火曜日、23日㈮、29日㈷

050-5802-2291　 0749-45-3556

西堀榮三郎記念探検の殿堂

■ 白
し ら せ の ぶ

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」
　日本人として初めて南極を探検した
白瀬矗。白瀬の講演を聞き、少年だっ
た西堀榮三郎は南極に心を奪われま
した。
　南極観測に関わった人々のイラス
トつき相関図をご覧いただけるほか、
フォトスポットも用意しています。

５月23日㈰まで
大人300円、 小中学生150円

　※市民は無料
 毎週月・火曜日、29日㈷

■春季企画展
　「対

ついれん

聯飾り
　－おもてなしの言葉－」
左右２幅の掛軸に対と

なる語句を書いた 「対聯」
を季節や内容に合わせた
絵画と共に展示します。
■「コレクション展  硯

すずり

Ⅲ」
　当館収蔵のコレクション1,300面余
りの中から厳選した約50面を展示し
ます。
■「中国絵画　春の絵・めでたい絵」
春を題材とする作品には、長寿や

富貴などめでたいメッセージが込めら
れています。
４月10日㈯～５月30日㈰
大人500円、高校生・学生300円
毎週月曜日

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

■映画上映会
「青葉学園物語」（100分）
４月25日㈰13：30から
40人（申込み先着順）
４月１日㈭９：00から
毎週月・火曜日

■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
 ４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。
　※費用の記載がないものは、無料です。

050-5801-1515
0748-24-1323八日市図書館

７日㈬、24日㈯11：00から 
親子５組 （申込み先着順）
毎週土曜日14：30～14：45
『グッドウィルハンティング』

　　（洋画・日本語吹き替え）
    　25日㈰、28日㈬14：00から（127分）

各回15人
１日㈭10：00から （申込み先着順）
 鈴木まもる絵本原画展

　　「てをつなぐ」
４月18日㈰まで
 毎週月曜日、23日㈮、29日㈷

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

２日㈮10：30から
毎週土曜日14：30～15：00
『レナードの朝』（洋画・字幕）

　　11日㈰14：00から（120分）
15人
  『まんが日本昔ばなし 金太郎／
宝の下駄』　

　　25日㈰14：00から（25分）
15人
 毎週月・火曜日、23日㈮、29日㈷

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

16日㈮10：30～10：50
３日㈯、10日㈯11：00～11：30

        24日㈯10：30～11：00
 毎週月・火曜日、23日㈮、29日㈷

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

22日㈭10:30から
３日㈯、17日㈯11：00から
 『おばけのバーバパパ』

　　25日㈰10：30から（26分）
 毎週月・火曜日、23日㈮、29日㈷

050-5801-2266愛東図書館

３日㈯10：30～11：00
10日㈯、24日㈯10：30から
 毎週月・火曜日、23日㈮、29日㈷

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

７日㈬11：00～11：20
17日㈯、24日㈯14：30～15：00
10日㈯15：30から
 『二人で歩いた幾春秋』（邦画）

　　10日㈯14：00から（102分）
毎週火曜日、23日㈮、29日㈷

050-5801-8050
0748-27-8090永源寺図書館

８日㈭11：00から
毎週土曜日11：00～11：30
『禁じられた遊び』（洋画・字幕）

　　 17日㈯14：00から（86分）
 春のスペシャルおはなし会
３日㈯14：00から

    20人 （申込み先着順）
 毎週月・火曜日、23日㈮、29日㈷

今月の一冊

　「地域」って、何なのでしょう。
道や水の流れが作る空間のつな
がり、家や町がたどってきた時間
のつながり、そこに残る歴史の
痕
こん

跡。歩いて、見て、聞いて、ま
とめる＝地域学で、今まで知ら
なかった地元の魅力や未来の姿
を見つけてみませんか。

『地域学を
　　はじめよう』　
山下祐介／著
　　　岩波書店

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

鈴木まもる絵本原画展
　     　　　　　　

開催中！

　八日市図書館では、絵本作家・鈴木まもるさんの絵本『てをつなぐ』（金
の星社刊）の原画展を開催しています。
　この絵本には、地球上のあらゆる生きものが手と手を取り合い、ひ
とつにつながる様子が描かれています。私たちが、普段何気なく行って
いる「てをつなぐ」という行為によって生まれる、世界の豊かさやつな
がりの温かさを感じていただければと思います。

４月18日㈰まで（毎週月曜日は休館）  八日市図書館

▲ 翁
おうどうわ

同龢
「楷
かいしょはちごんついれん

書八言対聯」

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

中路融人 三輪良平展

　－まなざしの先にー

滋賀の風景を実直
に描いた中路融人と、
京都の舞

ま い こ

妓をはじめ
とする女性像を得意と
した三輪良平。画塾・
晨鳥社でともに研鑽

さん

を積んだふたりの作
品を展示します。
４月17日㈯～６月13日㈰
大人300円、小中学生150円
中路融人記念館
050-5802-3134　 0748-48-7105
毎週月曜日、30日㈮




