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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

��■�今西錦司生誕120周年記念
　「△展（さんかくてん）」第２部
12月28日㈬まで

■�追求の先に…美を拓くものたち展
Part10フィナーレ　小宇宙きらめ
きの世界
　芸術の秋。お気に入りの作品を見
つけに、ぜひお越しください。
令和５年１月15日㈰まで

■美を拓くものたち展関連イベント
　「作家たちと会える日」
　美を拓くものたち展出品作家による
ギャラリートークを開催します。創作
活動や作品作りについて、作家本人か
ら話が聞けます。
11月19日㈯13：30から1時間程度
20人程度（当日受付）

■��共通
大人300円、小中学生150円

※市民は無料
�毎週月・火曜日、3日㈷、23日㈷

050-5802-3134　 0748-48-7105

近江商人博物館

■商家の美術展

12月11日㈰まで
大人300円、小中学生150円

11月19日、20日は関西文化の日のため無料
毎週月曜日、４日㈮、24日㈭

050-5802-3134　 0748-48-7105

中路融人記念館

■中路融人と日本画展のあゆみⅠ
11月27日㈰まで
大人300円、小中学生150円

11月19日、20日は関西文化の日のため無料
�毎週月曜日、４日㈮、24日㈭

050-5801-1140　 0748-23-1860

東近江大凧会館

❶�2022年特別企画
　日本の凧シリーズ　北信越
　新潟県、長野県、富山県、石川県、
福井県の凧を紹介します。
11月27日㈰まで

❷�～兎の凧絵～ガ
リ版年賀状作り
�12月11日㈰

　13：30～15：30
15人　 500円
小学生以上�

（小学生は保護者同伴、保護者は１人
まで）
❸�親子凧作り教室～空を飛ぶサンタ
クロースの凧を作ろう
�12月17日㈯

　①９：00～12：00　
　②13：00～16：00
各回10人　
凧１枚につき800円
小学生（保護者同

伴、保護者は家庭で
１人まで）
❹兎の張り子　絵付け教室
�令和５年１月９日㈷　

　①９：30～10：30　②11：00～12：00
各回12人　 1,600円
小学生以上（小学生は保護者同伴、

保護者は１人まで）
❺近江ダルマ作り　絵付け教室
�令和５年１月15日㈰10：00～11：30
10人　 1,000円
小学生以上　（小学生は保護者同

伴、保護者は1人まで）
❶～❺共通
11月18日㈮～25日㈮

当館ホームページまたは電話で申し
込んでください。
受付アドレス　
http://oodako.net/
※申込み多数の場合は、抽選します。
毎週水曜日（23日㈷は開館）、4

日㈮、22日㈫、24日㈭

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

■第31回企画展示「戦死者8,843名　
フィリピンの戦場Ⅱ　－レイテ島・ミ
ンダナオ島などの島々－」
　レイテ島、ミンダナオ島などの島々
での戦争について、体験談やモノ資
料で紹介します。
12月18日㈰まで

■映画上映会「蟹工船」
11月27日㈰13：30
11月２日㈬９：00から（申込み先着順）
月・火曜日

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

■秋季企画展「清
しんちょう
朝文

ぶんじん
人の書画」

■�秋季平常展「史実と伝承―学制公
布150年記念展―」
■�秋季平常展「なんだか、かわいい、
中国絵画。」
■共通　　　　　　　　��　　
11月23日㈷まで
大人500円、高校生以上300円

　（中学生以下は無料）
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

 11月の 11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。

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

４日㈮、12月２日㈮10：30
毎週土曜日14：30
 『虹をつかむ男』（邦画）

　　６日㈰14：00（120分）　 15人
  『おばけのバーバパパ』

　　27日㈰14：00（40分）　 15人
 ピンクリボンフェア～乳がんに
なっても明るく楽しく笑顔で～

　 13日㈰13：30～16：00
 座談会「リボンカフェお話会」

　ピンクリボンアドバイザーの田中和美
さんに、乳がんについてお話を聞きます。
　 13日㈰14：45～15：45　 15人

 毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

050-5801-2266愛東図書館

５日㈯10：30～11：00
12日㈯、26日㈯10：30

 北へ南へ！紙の世界のどうぶつ探検
～なんめんよしこ新聞紙アニマルの世界～
　 ９日㈬～令和５年１月22日㈰

 毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

２日㈬ 11：00～11：20
19日㈯、26日㈯14：30～15：00
12日㈯15：30
『巴里の屋根の下』（洋画、字幕）

　　12日㈯14：00（90分）
北へ南へ！紙の世界のどうぶつ探検

～なんめんよしこ新聞紙アニマルの世界～
　 ９日㈬～令和５年１月22日㈰

毎週火曜日、３日㈷、23日㈷

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

11日㈮10：30～10：50
５日㈯、19日㈯、26日㈯

　　10：30～11：00
 毎週月・火曜日、3日㈷、20日㈰、23日㈷

　　※20日㈰は臨時休館します。

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

17日㈭10：30
毎週土曜日11：00
 『くまのおはなし』

　　27日㈰10：30（30分）
初心者向け絵本読み語り基礎講座

　 13日㈰、20日㈰10：15～11：30
　 ５人（申込み先着順）
　※2回連続講座

 毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

050-5801-8050
0748-27-8090永源寺図書館

10日㈭11：00
毎週土曜日11：00～11：30
 『椿三十郎』（邦画）

　　19日㈯14：00（96分）
初心者向け絵本読み語り基礎講座

　 25日㈮、12月２日㈮10：15～11：30
　 10人（申込み先着順）
　※2回連続講座

 毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

050-5801-1515
0748-24-1323八日市図書館

26日㈯、12月７日㈬11：00
　 親子５組（申込み先着順）

毎週土曜日14：30～14：45
『ローマの休日』（洋画、日本語吹替）

　　27日㈰、30日㈬14：00（118分）　
　 各回15人　
　 １日㈫から（申込み先着順）

 パーカッションライブ「みんなで作ろう！
音の森－見えるもの　見えないもの－」　

　パーカッショニスト渡辺亮さんとの参
加型コンサートです。

12月４日㈰①11：00②14：00③16：00
各回15人

 毎週月曜日、３日㈷、23日㈷

今月の一冊今月の一冊

　NPO法人ブラフアートは、滋
賀県内で障害者支援事業を行
い、また地元食材・アーティス
トを応援するカフェを運営して
います。「誰もが住み続けたい
まちづくり」を提案する活動の
中で出会ったまちの人たちを
紹介します。

『いそがば　
　　　まわれ』

NPO 法人ブラフアート
　　　　　／編著　能美舎

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 端
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今月の今月の
いち押し
いち押し

　つるや木の実などを使って、あな
ただけのオリジナルリースを創ります。

12月３日㈯13：30～16：00　　    
５歳以上
500円
20人（要申込み）
軍手・剪定ばさみ・

持ち帰り用箱など
11月12日㈯10：00から

能登川博物館　
050-5801-6761　 0748-42-8123

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

オリジナルリース創りオリジナルリース創り

婦ふ

く
ら
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た
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）

原
田
西
湖

「
驢
馬
を
牽
く
女
」

受付アドレス

　愛嬌たっぷりのカモノハシに、今にも走り出しそうなチー
ター。新聞紙で作られたリアルで温かみあふれる動物たちが、湖東・愛
東図書館に集合します。この展示のために制作されたペンギンたちや
中に入れるほど大きなクジラも登場！ 12月にはワークショップも予定
しています。ぜひ、紙のどうぶつたちの世界を探検しにきて
ください。
11月９日㈬～令和５年１月22日㈰
湖東図書館・愛東図書館

～なんめんよしこ～なんめんよしこ

新聞紙アニマルの世界～　開催！　　　　　　新聞紙アニマルの世界～　開催！　　　　　　

北北へへ南南へへ！！

紙の世界のどうぶつ探検

紙の世界のどうぶつ探検


