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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。

10月31日㈰まで
大人300円、小中学生150円

■�見て楽しい！遊んで楽しい！アート
の世界
　博物館に並んでいる作品をもとに、
ゲームをしたり、工作をしたり、楽し
みながらアートに触れます。
協力：滋賀県立美術館
10月16日㈯13：30～15：30
小学生　 300円
10人（申込み先着順）
毎週月曜日

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。
11月３日㈷まで
大人300円、小中学生150円

■�刀剣の美　鑑賞のツボ
　現代刀職界のトップで活躍する刀
匠と、刀剣のプロによるお話。鑑賞
や鍛刀場見学もできます。
第１回：11月20日㈯13：30から

　第２回：12月４日㈯13：30から
第１回：ぷらざ三方よし（五個荘塚本町）

　第２回：北川鍛刀場（五個荘平阪町）
2,500円�（２回分）
受講が初めてで、２回とも受講でき

　る人
10人（要申込み、多数の場合は抽選）
10月１日㈮から
毎週月曜日

能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123

■猪子山探検隊
～秋を見つけよう！～
　猪子山で、落ち葉や
木の実を集めて、秋の様
子を観察します。
11月６日㈯10：00～12：00

　�（雨天中止）
猪子山登山口�（麓

ふもと

の鳥居前集合）
５歳以上
20人程度（要申込み）
筆記用具、軍手、ビニール袋、

　汚れてもいい服装
10月16日㈯10：00から
毎週月・火曜日、22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」
　東近江の芸術を愛する会との共催
展です。平面から立体まで、21ジャン
ル66点の作品をご覧ください。
　また、同時開催展として北川美千
代さんの作品７点を紹介します。
12月19日㈰まで

■��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！」
　初めて南極で越冬をした西堀たちは
どんな食事をしていたのか。60年経っ
た今、観測隊は
どんな食事をし
ているのか。
　気になる観測
隊の食卓を紹介
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

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

■�布引丘陵・掩体壕群
　学習講座＆現地見学会
学習講座�11月６日㈯13：30から

　現地見学会�12月４日㈯ 9：30から
　※どちらか一方のみの参加でも可
学習講座��当館

　現地見学会��布引運動公園陸上競
　技場（事務室入口前に集合）
各回30人（申込み先着順）
現地見学会は、保険料20円
現地見学会は、健康保険証
毎週月・火曜日

☎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-

　

■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
11月21日㈰まで
大人1,000円、学生800円�（高校生以上）
毎週月曜日

■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

 10月の 10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

６日㈬、23日㈯、11月10日㈬
　　11：00から 
　 親子５組（申込み先着順）

毎週土曜日14：30～14：45
『グース』（洋画・吹き替え）

    　10日㈰、13日㈬14：00から（106分）
　 各回10人
　 １日㈮10：00から （申込み先着順）

絵本の読み語り基礎講座
　　絵本の読み語りの基礎を学ぶ２回
　　 連続講座です。
　 20日㈬、11月17日㈬
         10：15～11：30    15人
　 １日㈮10：00から （申込み先着順）

 毎週月曜日、22日㈮

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

１日㈮、11月５日㈮10：30から
毎週土曜日14：30から
 『外科室』（邦画）

　　10日㈰ 14：00から（50分） 15人
  『14ひきのひっこし』

　　24日㈰14：00から（28分） 15人　　
 毎週月・火曜日、22日㈮

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

28日㈭10：30から
２日㈯、16日㈯11：00から
 『きかんしゃトーマス』

　　31日㈰10：30から（22分）
 毎週月・火曜日、22日㈮

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

15日㈮10：30～10：50
９日㈯、16日㈯11：00～11：30

        23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
　 10月21日㈭まで

 毎週月・火曜日、22日㈮

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

６日㈬ 11：00～11：20
16日㈯、23日㈯、30日㈯

　　14：30～15：00
９日㈯15：30から
 『ひばり・チエミの弥次喜多道中』

　　（邦画）
　　９日㈯14：00から（85分） 15人

毎週火曜日、22日㈮

050-5801-2266愛東図書館

２日㈯10：30～11：00
９日㈯、23日㈯10：30から
 毎週月・火曜日、22日㈮

050-5801-8050
0748-27-8090永源寺図書館

14日㈭11：00から
毎週土曜日11：00～11：30

『カラーパープル』（洋画・字幕）
    　16日㈯14：00から（153分）

 毎週月・火曜日、22日㈮

今月の一冊今月の一冊

　一生のうち何度も読み返し
たくなる、そんな本に出会って
みませんか。
　50人の作家たちが自身のか
けがえのない１冊を思いを込め
て綴

つ づ

っています。ユーモアたっ
ぷりのイラストとともにお楽し
みください。

『わたしの
なつかしい一冊』
池澤夏樹／編
寄藤文平／絵　　毎日新聞出版

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

　インド、沖縄、ペルーなど、世界各地を旅してその地に溶け込み、宇宙と自然、
命の輝きを描き続けた画家・秋野亥左牟（1935年-2011年）。
　絵本『たいようまでのぼったコンドル』『たこなんかじゃないよ』（ともに福音館
書店）などの原画やろうけつ染め（※）などを展示します。
　遺された彼の作品から、独自の世界観を感じてください。

（※）模様部分を蝋
ろう

で防染し染色する伝統的な染色法

▲ 巌谷一六他「談風月楼会巻子」（部分）明治6年 （個人蔵）

秋秋
あ き のあ き の

野野亥亥
い さ むい さ む

左牟左牟 絵本原画展 絵本原画展
10月20日㈬～11月28日㈰10月20日㈬～11月28日㈰
 能登川図書館 能登川図書館

今月の今月の
いち押し
いち押し

　日本の凧を地域ごとに紹介。今回は、
東京都・神奈川県の凧を展示します。

10月28日㈭～11月23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、26日㈫

2021年特別企画2021年特別企画
　　関東の凧シリーズ関東の凧シリーズⅡⅡ
　 　 東京・神奈川東京・神奈川

▲南極海氷下の魚の生態調査
　       （提供：国立極地研究所）

 冬野 （個人蔵）▶

       『たいようまでのぼったコンドル』より

『たこなんかじゃないよ』より


