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図図書書館館
050-5802-3134　 0748-48-7105

中路融人記念館

■�開館５周年記念展 -湖国を愛した
日本画家�中路融人-
　開館５周年を記
念して、中路融人
の画業を彩った作
品が創作の原点
である東近江市に
「里帰り」します。
９月４日㈯～10月31日㈰
大人300円、小中学生150円
毎週月曜日（20日は開館）、21日㈫、

24日㈮

050-5802-3134　 0748-48-7105

近江商人博物館

■生誕120年
　野口謙蔵洋画展
　湖国を描き続けた
洋画家・野口謙蔵。
地域の人々によって
受け継がれてきた作
品を展示します。
９月11日㈯～11月３日㈷
大人300円、小中学生150円

■�野口謙蔵の画業-洋画で故郷の姿
を描く-
　野口謙蔵の生涯について、Ｍ

ミ ホ
ＩＨＯ�

Ｍ
ミ ュ ー ジ ア ム
ＵＳＥＵＭの学芸員にお話していた
だきます。講師：髙梨純次さん（（公
財）秀明文化財団理事）
10月９日㈯14：00から
てんびんの里文化学習センター
100人（要予約）
毎週月曜日（20日は開館）、21日㈫、

24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-ルソン島編 -」
10月10日㈰まで
毎週月・火曜日（20日は開館）

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
�９月５日㈰まで
大人300円、小中学生150円
毎週水曜日、21日㈫、24日㈮、

28日㈫

能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123

■猪子山探検隊　秋のきのこ
　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。
10月９日㈯10：00～12：00

　（雨天中止）
猪子山登山口集合
５歳以上
20人程度（申込み先着順）
筆記用具、軍手、汚れてもよい服

装、ビニール袋
９月19日㈰10：00から
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

■��追求の先に…美を拓くものたち展
Part９
　同時開催展「創造をカタチに！籐工
芸の世界」では、迫力のある籐作品
７点を展示します。総勢66人の作家
のさまざまな作品に触れ、自身の感
性を磨いてみませんか。
９月11日㈯～12月19日㈰

■��ミニ企画展「南極の技術 -私たち
の暮らしとのつながり　腹が減っ
ては観測できぬ！」
　遠い南極の地で観測隊員たちはど
んな食事をしているのか。観測隊員
の食卓を紹介します。
■��共通
大人300円、�小中学生150円

　※市民は無料
�毎週月・火曜日、22日㈬、23日㈷

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

■�秋季特別企画展
　�文人の行き交

か
う街 - 近江商人が紡

つむ

いだネットワーク-
　東近江地域の近江商人の末

まつ
裔
えい
たち

が大切に守り伝えてきた書画を通し
て、彼らが紡いだ文人たちの交流を
探ります。

■秋季平常展　館蔵秦封
ふう
泥
でい

■�秋季平常展　始皇帝以前～古
いにしえ
を伝

える書画文物～
■共通
９月18日㈯～11月21日㈰
大人1,000円、学生800円�（高校生以上）
毎週月曜日（20日は開館）、21日㈫

050-5801-0207　 0748-55-3898

あかね文化ホール

■��あかねこども　太鼓フェス
９月４日㈯14：00開演（13：30開場）
無料（入場には整理券が必要）

■��うたの花束
９月29日㈬10：00開演（９：30開場）
当日先着50人
700円
毎週火曜日、22日㈬、24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

 9月の 9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

　※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

25日㈯、10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
『東京物語』（邦画）

    　12日㈰、15日㈬14：00から（136分）
　 各回15人
　 １日㈬10：00から （申込み先着順）

澤田弘行写真展「東近江のトン
ボと野の花」
　 ９月３日㈮～19日㈰

 毎週月曜日、21日㈫、23日㈷

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

３日㈮、10月１日㈮10：30から
毎週土曜日14：30から
 『駅馬車』（洋画・字幕） 15人

　　12日㈰ 14：00から（92分）
  『ミッフィーのたんじょうび』

　　26日㈰14：00から（20分） 15人　　
 毎週月・火曜日、22日㈬、23日㈷

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

17日㈮10：30～10：50
４日㈯、11日㈯11：00～11：30

        25日㈯10：30～11：00
たけがみたえ『みたらみられた』

『マンボウひまな日』絵本原画展
　 ９月８日㈬～10月21日㈭

 毎週月・火曜日、22日㈬、23日㈷

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

１日㈬ 11：00～11：20
18日㈯、25日㈯14：30～15：00
11日㈯15：30から
 『カサブランカ』（洋画・字幕）

　　11日㈯14：00から（103分） 15人
毎週火曜日、20日㈷、23日㈷

050-5801-2266愛東図書館

４日㈯10：30～11：00
11日㈯、25日㈯10：30から
 毎週月・火曜日、22日㈬、23日㈷

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

30日㈭10：30から
４日㈯、18日㈯11：00から
 『ごきげんなライオン』

　　26日㈰10：30から（22分）
 毎週月・火曜日、22日㈬、23日㈷

050-5801-8050
0748-27-8090永源寺図書館

９日㈭11：00から
毎週土曜日

　　11：00～11：30
『少年時代』 

　　（邦画）
　　 18日㈯14：00から（117分）

 毎週月・火曜日、22日㈬、23日㈷

今月の一冊今月の一冊

　人間の尊厳と自然との調和
を会社経営の目的とし、進化
を続けてきたイタリアの服飾
メーカー「ブルネロ・クチネリ
社」。その代表が自身の考え
方を語ります。未来の経営の
あり方として注目を集めていま
す。

『人間主義的経営』
ブルネロ・クチネリ 著
クロスメディア・パブ
リッシング

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

　日本画家・中路融人も使った日本画
材に触れてみましょう。講師：藤野裕
美子さん（美術作家）

９月19日㈰
　13：30～15：30

てん びん の
里 文化 学 習 セ
ンター

10人（申込み先着順）　 800円
中路融人記念館

　絵本作家竹
たけ

上
がみ

妙
たえ

さんの木版画20点を展示します。野山や散
歩道で出会った生きものたちとの瞬間を描いた『みたら�みら
れた』。びんぼうひまなしのマンボウが考えた言葉あそび『マ
ンボウひまな日』。多色刷りの美しさと迫力ある作品をぜひご
覧ください。

日本画材体験日本画材体験
  つらなるモビール！つらなるモビール！

今月の今月の
いち押し
いち押し

▲小林卓斎「「注意」扁額」
明治34年作　個人蔵

「輝」滋賀県立美術館蔵

たけがみ たえ たけがみ たえ 『みたら みられた』『みたら みられた』
　　　　　　　     『マンボウひまな日』 　　　　　　　     『マンボウひまな日』 絵本原画展絵本原画展

「みたら みられた」の絵本原画

蒲生図書館蒲生図書館　　９月８日㈬～10月21日㈭９月８日㈬～10月21日㈭

「温雅大輪」個人蔵


