図 書館
5月の

今月の一冊
『子どもがひとり
笑ったら…』
小西貴士／写真・ことば
フレーベル館
「子どもがひとり笑ったら お
とな百人 幸せです。
」自然の中
で遊ぶ子どもたちの姿と写真に
添えられた言葉からは、子ども
と大人がともに認めあい、愛し
あう存在であってほしいという著
者の思いが伝わってきます。

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

八日市図書館

050-5801-1515
0748-24-1323

11日㈬、28日㈯、６月１日㈬
11：00～11：15
親子５組（申込み先着順）
毎週土曜日14：30～14：45
『十二人の怒れる男』
（洋画・吹き替え）
     22日㈰、25日㈬14：00から（96分）
各回15人
１日㈰から
（先着順）
初心者向け絵本読み語り基礎講座
22日㈰・29日㈰10：15～11：30
※２回連続講座
15人
（申込み先着順）
毎週月曜日、３日㈷～５日㈷、27日㈮

湖東図書館

７日㈯10：30～11：00
14日㈯、28日㈯10：30から
毎週月・火曜日、
４日㈷～６日㈮、
27日㈮

13日㈮10：30～10：50
７日㈯、21日㈯11：00～11：30
        28日㈯10：30～11：00
毎週月・火曜日、
４日㈷～６日㈮、
27日㈮

050-5801-2300
0749-45-3343

永源寺図書館

19日㈭10：30から
毎週土曜日11：00から
『きかんしゃ

トーマス』
29日㈰10：30から（22分）
毎週月・火曜日、４日㈷～６日㈮、
27日㈮

能登川図書館

～図書館をお役立てください～

図書館は赤ちゃんからお年寄りまで、誰もが無料で利用できます。
利用カードは、市内に在住・通勤・通学している人なら誰でも無料で
作成できます。住所や通勤・通学先が確認できるものを持参の上、お近
くの図書館へ来館してください。
絵本や紙しばい、趣味や仕事、暮らしに役
立つ本、新聞、雑誌、外国語の本など、たく
さんの蔵書があります。お探しの本があれば、
お気軽に職員へお尋ねください。
皆さんの毎日に役立つ本を用意してお待ち
しています。
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■記号の説明・・
・ ＝日時、

＝場所、

＝申込み、

050-5801-7007
0748-42-8123

13日㈮、６月３日㈮10：30から
毎週土曜日14：30から
『ゴー

スト ニューヨークの幻』
（洋画・字幕）
８日㈰14：00から（127分） 15人
『ワニのライルがやってきた』

22日㈰14：00から（24分）
     15人
いくつもの空の下で／小池アミイ
ゴ イラストレーション展＋澤田康彦
“青春”コレクション
佐生町出身の澤田康彦さんによる
京都新聞での連載コラム「いくつもの
空の下で」が書籍化。小池アミイゴ
さんによるイラストレーションと澤田
さんのコレクションを展示します。
18日㈬～７月３日㈰
毎週月・火曜日、
４日㈷～６日㈮、
27日㈮

春は新しいはじまりの季節です

15

050-5801-8050
0748-27-8090

12日㈭11：00から
毎週土曜日11：00～11：30
『永遠のエルザ』
（洋画・字幕）
21日㈯14：00から（87分）
地域おこし協力隊活動報告展
７日㈯～15日㈰
地域おこし協力隊活動発表・展示解説
８日㈰14：00から
毎週月・火曜日、
４日㈷～６日㈮、
27日㈮

050-5801-2030
0748-48-6445

＝対象、

＝問合せ、

＝定員、

＝IP電話、

博物館・文化施設 催しガイド
能登川博物館
050-5801-6761

0748-42-8123

■ホタル観察会
博物館周辺でホタルを観察します。

＝費用、

＝ファクス

＝持ち物、

050-5802-2291

0749-45-3556

■ヘムスロイド村開村30周年記念展
ヘムスロイドのある暮らし
ヘムスロイド村で活躍する作家た
ちの作品を一堂に集めました。暮ら
しの中に溶け込む身近なアートに触
れてみませんか。
８月28日㈰まで

５月28日㈯19：30～21：00
（雨天中止）
５歳以上
20人
（申込み先着順）
筆記用具、長靴、懐中電灯
５月７日㈯10：00から
■生き物調査
博物館周辺の水路にいる魚や昆虫
などを観察します。
６月11日㈯10：00～12：00
（雨天中止）
５歳以上
20人
（申込み先着順）
筆記用具、長靴、汚れてもよい服装
５月21日㈯10：00から
毎週月・火曜日、４日㈷～６日㈮、
27日㈮

近江商人博物館
050-5802-3134

0748-48-7105

■商家の家訓展

近江商人の家には、家業を守るた
めに子や孫、従業員たちへ伝えた家
訓が残っています。現代にも通じる、
生きるヒントを紹介します。
８月21日㈰まで
大人300円、
小中学生150円
毎週月曜日、６日㈮

中路融人記念館
050-5802-3134

鯉の凧展

今月の
いち押
し

西堀榮三郎記念探検の殿堂

050-5802-8342
0748-55-5703

蒲生図書館

11日㈬11：00～11：20
21日㈯、28日㈯14：30～15：00
14日㈯15：30から
『第三の男』
（洋画・字幕）
14日㈯14：00から（120分）
毎週火曜日、４日㈷～６日㈮、27日㈮

五個荘図書館

050-5801-2266

愛東図書館

0748-48-7105

■中路融人の視点―制作過程から―
スケッチや下絵など制作過程の中
で生まれた資料から、中路融人の表
現に対する視点にせまります。
６月26日㈰まで
大人300円、
小中学生150円
毎週月曜日、６日㈮

駿河凧
（静岡県）

鬼若丸が巨大な鯉を退治した絵柄
や巨大な鯉を力持ちの金太郎が捕ま
えた絵柄の凧を展示します。
５月８日㈰まで
東近江大凧会館
大人300円、小中学生150円

滋賀県平和祈念館
050-5802-9800

■今西錦司生誕120周年記念展
△展（さんかくてん）
記念展の第一部
では、今西錦司の
肖 像 画（ 日 本 画 ）
を 鑑 賞し な がら、
今西錦司がどんな
人だったのかを探
る展示を行っています。
８月17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、
６日㈮

※３日㈷～５日㈷は、特別開館します。

東近江大凧会館
050-5801-1140

0748-23-1860

0749-46-0350

■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、戦争の時代を生きた
子どもたちを紹介します。
６月12日㈰まで
毎週月・火曜日

観峰館
☎0748-48-4141

0748-48-5475

■春季企画展・平常展
いんげんりゅうき
お ん き
隠元隆琦350年遠諱
おうばく
黄檗インパクト
東近江地域に伝わる
黄檗関連の書画作品を
展示します。
がんしんけい
顔真卿の書に学ぶ
ー館蔵法帖名品選－
顔真卿の書を刻した

「隠元騎獅像」
江戸時代前期
正瑞寺所蔵

■聖徳太子が描かれた凧を展示
こうきょ
聖徳太子薨去1400年を迎えるに当

法帖を紹介します。
顔真卿の遺伝子

描いた７種類の
凧 約10点を展示
します。
大人300円、小中学生150円
毎週水曜日
（４日は開館）、６日㈮、
24日㈫

■共通
６月12日㈰まで
大人500円
学生300円（高校生以上）
毎週月曜日

たり、凧の愛好
家が聖徳太子を

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、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。

－顔法を受け継いだ人びと－
ししゅく
顔真卿に私淑した後世の人びとの
書を紹介します。
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