
広報ひがしおうみ　2022.2.1　1415　広報ひがしおうみ　2022.2.1

  

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！～
　日本の南極地域観測隊は、第63次
を数えます。各隊員のごはんにまつ
わる思い出と、隊員の胃袋を支える
調理隊員の仕事に注目した展示です。

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！」

　西堀たち第１次隊から現在まで、
南極での食事の変化を紹介します。
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、11日㈷、23日㈷

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

■�第30回企画展示
　「子どもたちが描いた戦争」
　当時の子どもたちが描いた絵や体
験談を通して、子どもたちが体験した
戦争を紹介します。
６月12日㈰まで

■�「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。
２月13日㈰まで
毎週月・火曜日

能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123

■能登川中学校卒業制作展＆スポッ
　ト展示「きらめく先輩」
　能登川中学校３年生の卒業記念作
品とともに、同校卒業生でチョーク
アーティストの萩原千尋さんの活躍を
紹介します。
２月26日㈯～３月６日㈰

■春を染めよう
　春の植物を使って、染め物体験をし
ます。
３月19日㈯

　13：30～15：30
５歳以上
15人�（申込み先着順）
500円程度
ゴム手袋、エプロンなど汚れてもよ

い服装
２月26日㈯10：00から受付
毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈷

050-5801-1140　 0748-23-1860

東近江大凧会館

■鬼退治！！
　「鬼の凧」展
　鬼が描かれた凧を
展示しています。
２月６日㈰まで
大人300円、

小中学生150円
毎週水曜日�（ただし、23日㈷は開

館）、22日㈫、24日㈭

050-5801-0207　 0748-55-3898

あかね文化ホール

■うたの花束
　ピアノの生演奏に合わせて懐かし
の名曲をみんなで楽しく歌います。
２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、14日㈪、24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

 ２月の ２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

26日㈯、３月２日㈬11：00から 
　 　親子５組（申込み先着順）

毎週土曜日14：30から
『初恋のきた道』（洋画・吹き替え）

    　20日㈰、24日㈭14：00から（89分）
　 各回15人
　 １日㈫10：00から （先着順）

 毎週月曜日、11日㈷、23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

『蔵』（邦画）
    　19日㈯14：00から（130分）

 毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈷

050-5801-2266愛東図書館

５日㈯10：30～11：00
12日㈯、26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！」
　 ６日㈰まで

 毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈷

今月の一冊今月の一冊

　万葉集に詠まれた「葵
あふひ

」と
いう花は、「フユアオイ」のこ
とです。冬でも葉が緑色で青々
していることから名がつきまし
た。万葉の花と和歌を一緒に
楽しめる本書を見ながら、春
を待つのはいかがでしょうか。

『万葉の花』
片岡寧豊／著
青幻舎　2020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

程遠岑「江雪図」
中華民国９年 （1920）

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

４日㈮、３月４日㈮10：30から
毎週土曜日14：30から
 『エノケンの弥次喜多』（邦画）

　　13日㈰14：00から（75分）
　 15人

  『ぐるんぱのようちえん』
　　27日㈰14：00から（29分）
　 15人　　

 毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈷

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

２日㈬、３月２日㈬11：00～11：20
19日㈯、26日㈯14：30～15：00
12日㈯15：30から
 『喜びも悲しみも幾歳月』（邦画）

　　12日㈯14：00から（160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！」
　 ６日㈰まで

毎週火曜日、11日㈷、23日㈷

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

24日㈭10：30から
毎週土曜日11：00から
 『ゆうれいホテルの秘密』

　 27日㈰10：30から（25分）
 毎週月・火曜日、11日㈷、23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
いわたまいこイソップ切り絵展

    13日㈰まで
　小さなはさみ
ひとつで紙に命
を吹きこむ、切
り絵作家いわた
まいこさん（神戸
市在住）。今回の切り絵展のために
制作された切り絵10点を展示してい
ます。

 毎週月・火曜日、11日㈷、23日㈷

楊
峴
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通行止めのお知らせ通行止めのお知らせ

　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
なっています。永源寺図書館へお
越しの際は、国道421号の「山上
小学校前」交差点から和南町を
経由してください。　　　　　　

    ホームページから本の予約や
　 返却期限日の確認ができます！

　図書館のホームページから、本の予約などができることをご存じですか？
　ご希望の図書館で本などの用意ができましたら、メールで連絡しま
す。今借りているものや返却期限日、予約中のものを確認することも
できます。
　利用には、事前に申込みが必要です。図書館
カウンターまで利用カードを持参してください。
　また、図書館からのお知らせや行事予定、図
書館だよりなども掲載していますので、ぜひ図
書館のホームページをご覧ください。

図書館ホームページ

 

 

江戸凧（東京都）

　
　家庭での役目を
終えたひな人形を
作り替えた笑顔を
呼ぶ「福よせ雛」
とひな人形の「凧」
を展示します。

２月10日㈭～３月21日㈷
大人300円、小中学生150円

東近江大凧会館

今月の今月の
いち押し
いち押し

福よせ福よせ雛雛
ひ なひ な


