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図図書書館館
050-5802-2291　 0749-45-3556

西堀榮三郎記念探検の殿堂

■��南極ごはん～60年分の思い出、あ
つめました！～
　2021年の11月には第63次が出発し
た日本の南極観測隊。60年を超える
歴史の中、隊員の数だけご飯の思い
出があります。南極OB会の協力の下、
南極観測隊員たちのエピソードを集
め、展示にしました。
１月５日㈬～３月31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！」
　食事は、南極観測隊員の仕事を支
えてきた大切な要素です。その技術
の変化を紹介しています。
３月31日㈭まで

■��共通
大人300円、小中学生150円

※市民は無料
毎週月・火曜日、１日㈷、２日㈰、

12日㈬

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

■�「10年間ふるさとなみえ博物館」
　巡回展
　東日本大震災による福島原子力発
電所事故で全町避難を余儀なくされ
た福島県浪江町の小学校では、避難
先である二本松市で「浪江を忘れな
いように」と、ふるさとの文化や伝統
を学ぶ郷土学習「ふるさとなみえ科」
を創設しました。その10年間の成果
を展示します。
１月12日㈬～２月13日㈰

■�映画上映会
　毎月１回「戦争」や�「平和」をテーマ
とした映画の上映会を開催しています。
　今回の上映作品は、「ヒバクシャ」
です。
１月23日㈰13：30から（116分）
１月12日㈬９：00から�（申込み先着順）
毎週月・火曜日、１日㈷～11日㈫

050-5801-1140　 0748-23-1860

東近江大凧会館

■新春特別企画
　寅
とら
の凧と郷土玩具展

　今年の干
え
支
と
である寅が描かれた全

国の凧と郷土玩具を展示します。先
着150人には、ミニ飾り干支凧（寅）
をプレゼントします。

１月３日㈪～23日㈰
■鬼退治！！「鬼の凧」展
　鬼が描かれた凧を展示します。

１月27日㈭～２月６日㈰
■共通
９：00～17：00（入館は16：30まで）
大人300円、小中学生150円

■新春凧揚げ大会
１月９日㈰11：30～14：00
聖徳中学校グラウンド
各自で用意した凧

※�凧を持参した参加者（小学生以下
対象）には、サイコロを振って出た
目の数だけ「みかん」をプレゼント。
　当日会場では、恒例の新成人を祝っ
た20畳敷大凧が舞い揚がります。
１月９日㈰13：20大凧飛揚予定
毎週水曜日、１日㈷、２日㈰、11日㈫、

25日㈫

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

　３月31日㈭まで休館のため、Web
展覧会を開催しています。
■Web展覧会
楊
ようけん

峴の書�
　楊峴�（1819-1896）
の書を紹介します。
漢
か ん ぴ

碑の臨書を源と
する躍動感に満ち
た書の表現をご覧
ください。
揚州の山水画家程

ていえんしん

遠岑
　程遠岑（1855-
1941）の絵画を特
集します。揚州画
壇の雰囲気をお楽
しみください。

■共通
２月28日㈪まで

　Web展覧会は、当館
ホームページでご覧く
ださい。

■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

 １月の １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

22日㈯、２月２日㈬11：00から 
　 　親子５組（申込み先着順）

15日㈯、22日㈯、29日㈯14：30から
『キタキツネ物語』

    　23日㈰、26日㈬14：00から（117分）
　 各回15人
　 ５日㈬10：00から （申込み先着順）

図書館へ行こう！スタンプラリー
    ９日㈰まで
　 ３歳から小学６年生まで

スペシャルおはなし会
    ８日㈯14：30～15：00
　 20人 （当日先着順）

 毎週月曜日、11日㈫、28日㈮

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

７日㈮、２月４日㈮10：30から
毎週土曜日14：30から
 『麗しのサブリナ』（洋画）

　　９日㈰14：00から（113分） 15人
  『月夜のみみずく』

　　23日㈰14：00から（21分） 15人　　
 毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

12日㈬ 11：00～11：20
15日㈯、22日㈯、29日㈯14：30～15：00
８日㈯15：30から
 『或る夜の出来事』（洋画）

　　８日㈯14：00から（106分） 15人
スタンプラリー「スタンレーくんをさ

がせ ふたたび！」 17日㈪～２月６日㈰
毎週火曜日、10日㈷、28日㈮

今月の一冊今月の一冊

 世界史上の出来事を、一日一
話ずつ、閏

う る う び

日を含めて366日
分綴

つ づ

った短編集です。描かれ
ているのは、侵略され弾圧さ
れた人々や失われた民族、た
くさんの名もなき人が生きた
日々。それら一日一日の重み
が心に響きます。

『日々の子どもたち　
あるいは366篇の
世界史』
エドゥアルド・ガレ
アーノ／著
岩波書店　2019年

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

観峰館
ホームページ

◀
長
泉
角
凧
（
静
岡
県
）

程遠岑「桃実図」（部分）
中華民国27年（1938）

年始の休館日年始の休館日

１日㈷～4日㈫

全館共通

いわた まいこ イソップ切り絵展

050-5801-8050
0748-27-8090永源寺図書館

13日㈭11：00から
毎週土曜日11：00～11：30

 毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

050-5801-2266愛東図書館

８日㈯10：30～11：00
15日㈯、22日㈯10：30から
スタンプラリー「スタンレーくんをさ

がせ ふたたび！」 19日㈬～２月６日㈰
 毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

27日㈭10：30から
毎週土曜日11：00から
 『スノーマン』

　 30日㈰10：30から（26分）
 毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

21日㈮10：30～10：50
８日㈯、15日㈯11：00～11：30

        22日㈯10：30～11：00
いわたまいこイソップ切り絵展

    13日㈭～２月13日㈰
 毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

　小さなはさみひとつで紙に命を吹きこむ、神戸市在住
の切り絵作家いわたまいこさん。今回の切り絵展のため

に制作していただいた、切り絵10点を展示し
ます。今にも動き出しそうな作品をぜひ

ご覧ください。

会場   蒲生図書館

会期   １月13日㈭～２月13日㈰

　冬の伊庭内湖に飛来する鳥たちを
観察します。

２月５日㈯9：30～12：00（雨天中止）
20人（申込み先着順）
能登川水車とカヌーランド
５歳以上
双眼鏡（あれば）、筆記用具、防

寒具など
１月13日㈭10：00 受付開始

能登川博物館
050-5801-6761　 0748-42-8123

毎週月・火曜日、１日㈷～４日㈫、
12日㈬、28日㈮

水鳥観察会水鳥観察会
今月の今月の

いち押し
いち押し

楊
峴
「
隷
書
八
言
対
聯
」

（
部
分
）
清
時
代
後
期

通行止めのお知らせ通行止めのお知らせ

　１月16日㈰から、県道甲津畑
山上線と市道山上上二俣線の交
差点が通行止めになります。永
源寺図書館へお越しの際は、国
道421号 線 の「 山 上小 学 校 前 」
交差点から和南町を経由してく
ださい。　　　　　　　　　　

▲干支凧（東京都）

▼小幡土人形　虎
乗り童子（滋賀県
東近江市）


