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図図書書館館 能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123

■山路川探検隊ｰ川の健康診断ｰ
　博物館近くの山路川で、水生生物
をつかまえて川の水質を調べます。

７月24日㈯13：30～15：00（雨天中止） 
筆記用具、長靴、タオル、魚用の網、

マスク
７月３日㈯10：00から

■夏の夜の昆虫観察会
８月７日㈯19：30～21：00（雨天中止） 
筆記用具、懐中電灯、網、虫よけ、

マスク
７月17日㈯10：00から

■スズムシ交流会
８月22日㈰13：30～

15：30 
筆記用具、飼育中

のスズムシ、マスク
８月１日㈰10：00から

■共通
５歳以上
20人（要申込み）
能登川博物館

■第138回企画展
　「たてタテよこヨコ　ｰ糸から布へ 」ー
　湖東地域に脈 と々続く麻織物。技術
の向上による道具の移り変わりと、た
て糸とよこ糸が織りなすさまざまな布
の世界をお楽しみください。

７月７日㈬～９月５日㈰
毎週月・火曜日、22日㈷、23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」
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

７月10日㈯10：30～11：10
10人（当日先着順10：20から受付）
帽子、歩きやすい服装

 毎週月・火曜日、22日㈷、23日㈷

050-5801-1140　 0748-23-1860　

東近江大凧会館

■ ～凧はやめられない～　小野喜象
の凧の世界

　イカとタコが水泳
や体操などの競技
をする姿が描かれ
た凧を展示します。

７月15日㈭～
　９月５日㈰

大人300円、小中学生150円
■夏休み体験教室
❶体験教室「コマ作り」
　  ７月31日㈯
　　①9：30～10：30、②11：00～12：00、
　　③13：00～14：00、④14：30～15：30
　 200円
❷親子でバランスとんぼ作り
　 ８月１日㈰10：00～12：00
　 500円
❸親子凧作り教室～カブトムシの凧
を作ろう～
　 ８月21日㈯
　　①9：00～12：00、②13：00～16：00
　 凧１枚につき700円
■❶～❸共通

10人
７月８日㈭～18日㈰　ホームページ

または電話で申込み
毎週水曜日

050-5801-0207　 0748-55-3898

あかね文化ホール

■うたの花束　Vol.２
７月21日㈬10：00～11：30（９：30開場）
50人 （当日先着順）　 700円

毎週火曜日、26日㈪、28日㈬

050-5802-3134　 0748-48-7105

近江商人博物館

■生誕120年　洋画家野口謙蔵の横顔
７月18日㈰まで
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日

050-5802-3134　 0748-48-7105

中路融人記念館

■５YEARSｰ中路融人記念館のあゆみｰ
　これまでの５年間
で開催してきた企画
展を振り返り、その
中からおすすめの作
品を紹介します。

８月22日㈰まで
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

■ 夏季企画展「何
か
紹
しょう
基
き

ｰ清朝巨匠の書ｰ」
８月29日㈰まで
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

■�第29回企画展示「戦死者8,843名　
フィリピンの戦場Ⅰ　ｰルソン島編 」ー　

　最も多くの滋賀県民が犠牲となっ
たフィリピンの戦争について、２回に
分けて展示を行います。

10月10日㈰まで
毎週月・火曜日

　　　　

　西堀榮三郎ら第一
次南極地域観測越冬
隊は何を食べていた
のか？観測隊にとって
食事の大切さとは？
　身近な食をテーマ
に南極観測について紹介します。

令和４年３月31日㈭まで
大人300円、 小中学生150円

　※市民は無料
西堀榮三郎記念探検の殿堂

050-5802-2291　 0749-45-3556
 毎週月・火曜日、22日㈷、23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

 7月の 7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対策のため、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合せにより、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㈬、31日㈯11：00から 
　 親子５組 （申込み先着順）

毎週土曜日14：30～15：00
『菊次郎の夏』（邦画）

    　11日㈰、14日㈬14：00から（121分）
　 各回15人 （申込み先着順）

 図書館へ行こう！スタンプラリー
　 16日㈮～８月29日㈰

 スペシャルおはなし会
　 28日㈬11：00～11：30、14：00～14：30
　　８月４日㈬14：00～14：30

 毎週月曜日、22日㈷、23日㈷

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

29日㈭10：30から
３日㈯、17日㈯11：00から
 『プーさんとイーヨーのいち日』

　　25日㈰10：30から（30分）
 毎週月・火曜日、22日㈷、23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
 『ロッキー』（洋画・字幕）

　　11日㈰14：00から（120分）
　 15人

『ぞうのババール／わがままなバ
レリーナ』
　　25日㈰14：00から（50分）
　 15人

 毎週月・火曜日、22日㈷、23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、22日㈷、23日㈷

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

７日㈬ 11：00～11：20
 17日㈯、24日㈯、31日㈯

　　14：30～15：00
10日㈯15：30から
 『波止場』（洋画・字幕）

　　10日㈯14：00から（107分）
毎週火曜日、22日㈷、23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

『男はつらいよ 第42作 ぼくの伯
父さん』（邦画）
　　 24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。
　 11日㈰17：00まで

 夏のスペシャルおはなし会
　ボランティアグループ「やまびこの
会」によるおはなし会
　 31日㈯14：00から
　 20人 （申込み先着順）

 きんぎょはどこ？スタンプラリー
　五味太郎さんの絵本『きんぎょがに
げた』をテーマにしたスタンプ＆クイ
ズラリー
　 14日㈬～８月29日㈰

 毎週月・火曜日、22日㈷、23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
澤田弘行写真展「東近江のトン

ボと野の花」
　 １日㈭～８月１日㈰

 毎週月・火曜日、22日㈷、23日㈷

今月の一冊今月の一冊

　「マイノリティデザイン」とは、
だれかの「弱さ」を社会の「伸び
しろ」に変える方法。わが子の
障害をきっかけに、苦手やコン
プレックス、障害は社会にいか
せることに気がついた、著者の
実践の記録です。

『マイノリティ
　　  デザイン』
　澤田智洋 / 著
　　ライツ社

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

ミニ企画展「南極の技術ミニ企画展「南極の技術
－私たちの暮らしとのつながり－私たちの暮らしとのつながり
　腹が減っては観測できぬ！」　腹が減っては観測できぬ！」

夏休みは本を読もう！夏休みは本を読もう！「夏によむよむ」「夏によむよむ」をを発行発行しますします
　図書館職員オススメの本を紹介する『夏によむよむ』。学年に合わせた全４種
類を、夏休み前に市内の小中学校や図書館で配布します。夏休み中は、「夏に
よむよむ」で紹介した本や自由研究に役立つ本などを集めたコーナーを各図書
館に設置します。ぜひお越しください！


