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図図書書館館
050-5802-3134　 0748-48-7105

近江商人博物館

■生誕120年記念　野口謙蔵の横顔
　ふるさと蒲生野を愛し、その情景を
描き続けた洋画家・野口謙蔵の生誕
120年を記念し、作品や関連資料で日
本画修養や歌人との
交流など多様な彼の
足跡を紹介します。

７月18日㈰まで
■ギャラリートーク
　美術史家・石丸正運さん（名

め い と

都美
術館館長）に、野口謙蔵についての
お話を伺います。

６月12日㈯14：00～14：45
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

050-5801-0207　 0748-55-3898

あかね文化ホール

■うたの花束　Vol.１
　音楽療法や音声生理学の専門家か
ら呼吸法や発声法の指導を受けなが
ら、ピアノ伴奏に合わせて懐かしの名
曲をみんなで楽しく歌います。

６月２日㈬10：00～11：30（９：30開場）
50人 （当日先着順）　 700円

毎週火曜日

050-5802-3134　 0748-48-7105

中路融人記念館

■中路融人 三輪良平展
　ーまなざしの先にー
　滋賀の風景を実直に
描いた中路融人と京を
彩る舞妓をはじめとする
女性像を得意とした三輪良平。画塾
の晨

しんちょうしゃ

鳥社で共に研鑽を積んだ二人の
作品を展示します。

６月13日㈰まで
大人300円、　小中学生150円

毎週月曜日

能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123

■図書館春季企画展
　トンボのおじさん・澤田弘行さんの
楽しい人生のすごし方
　澤田弘行さんの幅広い活動を振り
返りながら、まだまだ元気でいてほし
い戦後の世代にエールを送ります。

６月20日㈰まで
■猪子山探検隊～夏のきのこ～
　猪子山できのこ
を採 集し、どんな
きのこが生えている
かを調べます。

７月10日㈯10:00～12:00 
猪子山 （登山口集合）
20人（申込み先着順）
軍手、ビニール袋、汚れてもよい服

装、雨具（小雨の場合）
６月19日㈯10:00から

毎週月・火曜日、25日㈮

050-5802-2291　 0749-45-3556

西堀榮三郎記念探検の殿堂

  ■寄贈資料展「もっちり・ネバネバの森
　植物学者・中尾佐助のインパクト」
　昨年寄贈された中尾佐助の資料お
披露目展です。この機会に中尾佐助
の研究姿勢や人となりをぜひご覧く
ださい。彼が唱えた「照葉樹林文化
論」のうち、もっちり・ネバネバを
好む食文化の共通性についても展示
しています。

９月５日㈰まで
大人300円、 小中学生150円

　※市民は無料
■  照葉樹のミニ観察会
　探検の殿堂周辺に生えている照葉
樹について学んだ後、屋外で観察を
行います。

６月12日㈯10：30～11：10
10人（申込み先着順）
帽子（日よけ対策）、歩きやすい服装
６月12日㈯10：20から受付

 毎週月・火曜日

■夏季企画展
　何

か し ょ う き

紹基－清朝巨匠の書－
　清朝後期に傑出した書家として知
られた何紹基。本展では、その書風
の魅力に迫ります。
■夏季平常展
▪寺子屋で学ぼう！
　当館が所蔵する江戸時代の書物の中
から、「庭

て い き ん お う ら い

訓往来」「千
せ ん じ も ん

字文」を中心に
手習いの歴史をひも解いていきます。
▪館蔵中国書画－臨書・倣画の世界－
　手本を写した書 （臨書）と、先人の画
風に倣った絵画 （倣画）を紹介します。

６月19日㈯～８月29日㈰
大人500円、学生300円 （高校生以上）

毎週月曜日

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

■令和３年度 子ども向け体験型平和
学習「平和の学校あかり」開校
❶平和学習講座  ７月22日㈷　
❷戦跡めぐりｉｎ大津 ７月31日㈯　
❸教えて戦争体験Ⅰ ８月７日㈯　
❹教えて戦争体験Ⅱ ８月９日㉁　
❺アニメで学ぶ戦争   ８月21日㈯

小学６年生～中学３年生
　（家族一緒の参加も歓迎）

20人（第２回は15人）※申込み先着順
❷は、保険料・施設入館料が必要

詳しくは、問い合わせてください。
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

 ６月の ６月の 博物館・文化施設博物館・文化施設催しガイド催しガイド 今月の今月の
いち押し
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

２日㈬、26日㈯11：00から 
　 親子５組 （申込み先着順）

毎週土曜日14：30～15：00
『ショーシャンクの空に』

　　（洋画・日本語吹き替え）
    　13日㈰、16日㈬14：00から（143分）
　 各回15人 （申込み先着順）

 毎週月曜日、25日㈮

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

４日㈮10：30から
毎週土曜日14：30～15：00
 『続・青い山脈』（邦画）　

　　13日㈰14：00から（84分）
　 15人

  『ジャック・デュケノワのなかよし
おばけ／おばけのパーティー』　

　　27日㈰14：00から（41分）
　 15人

 展示「トンボのおじさん・澤田弘
行さんの楽しい人生のすごし方」

　 ６月20日㈰まで
 毎週月・火曜日、25日㈮

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

24日㈭10:30から
５日㈯、19日㈯11：00から
 『マドレーヌといたずらっこ』

　　27日㈰10：30から（23分）
 毎週月・火曜日、25日㈮

050-5801-2266愛東図書館

５日㈯10：30～11：00
12日㈯、26日㈯10：30から
 毎週月・火曜日、25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、23日㈬～25日㈮

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

２日㈬ 11：00～11：20
19日㈯、26日㈯14：30～15：00
12日㈯15：30から
 『嵐を呼ぶ男』（邦画）

　　12日㈯14：00から（100分）
毎週火曜日、25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

『太陽がいっぱい』（洋画・字幕）
　　 ５日㈯14：00から（119分）

 永源寺ものづくり展
　永源寺地区にゆかりのある作家た
ちの作品展です。
　 ６月16日㈬～７月11日㈰

 毎週月・火曜日、25日㈮

今月の一冊今月の一冊

　有元さんの梅干し作りは、梅
雨入りして間もないころから始ま
ります。へたを取って塩と赤じそ
に漬けたら、カラッと晴れた真夏
日を待って三日干し。梅干し作り
は、自然の中で生きることを教え
てくれる仕事でもあります。

『梅干しを漬けて
わかること』　
　有元葉子／著　
    　文化出版局

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

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

疫病退散疫病退散
　縁起物郷土玩具展　縁起物郷土玩具展

　　　　

　昔から親しまれて
いる縁起物の郷
土玩具を展示し
ます。

６月10日㈭～７月４日㈰
大人300円、小中学生150円

東近江大凧会館
050-5801-1140　 0748-23-1860

毎週水曜日、22日㈫

蒲生図書館から蔵書点検のお知らせ

　下記の期間、蔵書点検のため休館します。
　ご不便をおかけしますが、期間中は、市内のほかの図書館
を利用してください。（６月25日㈮は、全館休館）
　臨時休館期間  ６月21日㈪～25日㈮
蔵書点検ってなに？
　蔵書点検とは、図書館で所蔵している図書などが決め
られた場所に収まっているかどうか、行方不明のものや汚
損・破損がないかを、一冊ずつ点検する作業のことです。

「永源寺ものづくり展」開催「永源寺ものづくり展」開催
　美しい色合いの織物、木地師の美しい色合いの織物、木地師の挽挽

ひひ

いた器、日いた器、日常を常を
豊かにしてくれる手びねりの陶器、どっしりとし豊かにしてくれる手びねりの陶器、どっしりとした木た木
の家具、ダイナミックな絵画に、いつまでも見ての家具、ダイナミックな絵画に、いつまでも見ていたいた
くなる造形作品。くなる造形作品。
　今年は、永源寺地区で育った若い作家たちの作品　今年は、永源寺地区で育った若い作家たちの作品
も登場します。も登場します。

６月16日㈬～７月11日㈰
 　(毎週月・火曜日、6月25日㈮は休館)(毎週月・火曜日、6月25日㈮は休館)

永源寺図書館

永源寺地区ゆかりの匠の技と心を図書館で

昨年の様子昨年の様子


