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図図書書館館
050-5801-1140　 0748-23-1860

東近江大凧会館

■夏休み特別企画　妖怪が描かれた凧　　　
　日本三大妖怪と言われる鬼・天狗・
河童、「百鬼夜行絵巻」から飛び出し
た妖怪、ちょっと怖いけ
れども憎めないユニークな
妖怪などが描かれた凧を
展示します。
７月14日㈭～８月28日㈰

■夏休み工作教室
①バランスとんぼ作り
７月24日㈰10：00、13：30

②コマ作り
７月30日㈯9：30、11：00

③けん玉作り
７月30日㈯13：30、15：00

④親子凧作り教室～カブトムシの凧
を作ろう～
７月31日㈰、8月21日㈰9：00～12：00
材料費が必要です。詳しくは、問

い合わせてください。
各回10人
７月８日㈮から14日㈭までの間に当

館ホームページまたは電話で申し込ん
でください。
毎週水曜日、19日㈫、26日㈫

能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123

■第142回企画展
「身近な自然　- 森・川・湖 - 」

　開館25年。これまでの観察会などの
取組の成果を紹介します。
７月21日㈭～10月２日㈰10：00～18：00

■「山路川探検隊‐川の健康診断‐」
７月23日㈯10：00～12：00（雨天中止）
５歳以上　 20人
筆記用具、長靴、タオル、魚用の網、マスク
７月２日㈯10：00から

■夏の夜の昆虫観察会
８月６日㈯19：30～21：00（雨天中止）
５歳以上　 20人
筆記用具、懐中電灯、網、虫よけ、マスク
７月16日㈯10：00から
毎週月・火曜日、20日㈬

050-5802-3134　 0748-48-7105

中路融人記念館

■夏休みこどもミュージアム
　中路融人の作品を通して楽しくアー
トに触れてみましょう。
７月16日㈯～８月21日㈰
�大人300円、小中学生150円
�毎週月曜日（18日は開館）、19日㈫

050-5802-3134　 0748-48-7105

近江商人博物館

■商家の家訓展
■善く学び、共に生きるために
- 東近江の教育・福祉遺産をたずねて-
■共通　
８月21日㈰まで
大人300円、小中学生150円
�毎週月曜日（18日は開館）、19日㈫

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

■ 子ども向け体験型平和学習
「平和の学校あかり」　
　子どもたちがさまざまな体験活動を通
して、戦争の悲惨さを知り、平和へのね
がいを育む「平和の学校あかり」を開校
します。詳しくは、問い合わせてください。
小学６年生～中学３年生
20人（申込み先着順）
それぞれ開校日の一週

間前までに電話で申し込
んでください。
毎週月・火曜日（18日、7月20日か

ら8月28日までの間は開館）

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

■夏季企画展「きれいな字―近代中
国と日本の書―」　
7月2日㈯～9月4日㈰

�� �大人500円、学生300
円（高校生以上）
毎週月曜日（18日

は開館）、19日㈫

050-5802-2291　 0749-45-3556

西堀榮三郎記念探検の殿堂

■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
８月28日㈰まで

■今西錦司生誕120周年記念
　△展（さんかくてん）第一部
８月14日㈰まで

■南極・昭和基地ツアー！
国立極地研究所 南極・北極科学館連
携機関へ生中継2022
　南極・昭和基地と中継を結び、観測
隊員の話を聞くほか、質問できるチャ
ンスもあります。
７月30日㈯14：30～16：00
小中学生
12人（応募多数の場合は抽選）
７月10日㈰正午までにメールで氏

名、学校名、学年、電話番号、聞いてみ
たい質問ひとつを記入の上、申し込んで
ください。
■��共通
大人300円、小中学生150円

※市民は無料
�毎週月・火曜日、20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

７７月月のの 博物館・文化施設博物館・文化施設催しガイド催しガイド 今月の今月の
いち押し
いち押し

　※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。

050-5801-1515
0748-24-1323八日市図書館

23日㈯、８月３日㈬11：00～11：15 
　 親子５組 （申込み先着順）

毎週土曜日14：30～14：45
 『硫黄島からの手紙』（洋画）

    　17日㈰、20日㈬14：00から（140分）
　 各回15人　 １日㈮から（先着順）

図書館へ行こう！夏のスタンプラリー
　 15日㈮～９月18日㈰

スペシャルおはなし会
　  27日㈬11：00～11：30、14：30～15：00
　　８月３日㈬14：30～15：00
　 各回20人（先着順）

ルピナスさんのおはなし会
　 31日㈰10：15～10：45、11：00～11：30

 毎週月曜日、19日㈫、22日㈮

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

１日㈮、８月５日㈮10：30から
毎週土曜日14：30から
  『ひまわり』（洋画・字幕）　

　　10日㈰14：00から（107分）    15人
  『ねぎぼうずのあさたろう』

　　24日㈰14：00から（21分） 15人
 毎週月・火曜日、20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
 『めまい』（洋画・字幕）

　　９日㈯14：00から（128分）
スタンプラリー「ぞうのたまごをさがせ！」

　 20日㈬～８月31日㈬
毎週火曜日、18日㈷、22日㈮

今月の一冊今月の一冊

　動物写真家で、世界中の猫を
撮影してきた岩合光昭さんのフォ
トエッセイ。コロナ禍で日々の暮
らしは変化しましたが、岩合さん
と愛猫タマとトモの変わらない絆
に心和みます。

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

：映画会（大人向け）
：えいが会（子ども向け）
：企画や展示などの催し物

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
『Ｗの悲劇』（邦画）

　　16日㈯14：00から（108 分）
スタンプラリー「きんぎょはどこ？」

　 16日㈯～9月4日㈰
夏のスペシャルおはなし会

　 24日㈰14：00から　 20人
 毎週月・火曜日、20日㈬

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

21日㈭10：30～11：00
 ２日、９日、16日、30日

　　いずれも土曜日11：00～11：30
ひまわりさんの夏のおはなし大会

　 23日㈯10：15～11：00、11：15～12：00
　 各回10人（大人は付き添い１人ま

で）（先着順）
夏休みこどもイベント

　「みずのいきものみーつけた！」
　魚釣り工作で遊んだり、水の生き物
を探すスタンプラリーに参加しよう。

17日㈰～８月25日㈭
  毎週月・火曜日、20日㈬

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

８日㈮10：30～10：50
２日㈯、16日㈯11：00～11：30

        23日㈯10：30～11：00
トンボ観察会「日本一小さなトン

ボ　ハッチョウトンボをさがしに行こう」
　 ９日㈯ 10：00～11：30　    10組

ガリ版伝承館巡回展「ガリ版伝承
館からエジソンの手紙発見！！」

７月６日㈬～31日㈰
 毎週月・火曜日、20日㈬

050-5801-2266愛東図書館

２日㈯10：30～11：00
９日㈯、23日㈯10：30から
スタンプラリー「ぞうのたまごをさがせ！」

　 21日㈭～８⺼31日㈬
毎週月・火曜日、20日㈬、22日㈮

■  ガリ版伝承館からエジソンの手紙
発見！初公開

　昨年度からガリ版伝承館で行ってい
る資料整理中に発見された発明王エジ
ソンからの手紙を初公開します。今後
巡回展を開催します。
詳しくは、問い合わせて
ください。

７月２日㈯、３日㈰
ガリ版伝承館
近江商人博物館
050-5802-3134　 0748-48-7105

ガリ版伝承館でガリ版伝承館で
エジソンの手紙をエジソンの手紙を
発見！初公開します発見！初公開します

「ほとんどネコの
こと　岩合さん
の月曜日」　
岩合光昭／著　
クレヴィス　2022年

　図書館では、調べものや生活の中
の疑問の解決を、本などを使ってお

手伝いする「レファレンスサービス」を行っています。
　・トマトやキュウリをもっと上手に育てたい。
　・エクセルやパワーポイントを使って見やすい資料を作りたい。
　・地域の歴史を知りたい。
など、日々の暮らしや仕事に役立つ資料を司書がお探しします。
ぜひ最寄りの図書館で気軽におたずねください。

気軽に
ご利用ください。

レファレンスサービスレファレンスサービス

沈衛「楷書姜夔詩
軸」（部分）中華民国
12年（1923）観峰館

平和の学校あか
りのチラシ（pdf）


