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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

��■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
　まもなく会期終了です。フィナーレ
の展示をぜひご
覧ください。ア
ンケートにお答
えいただいたい
た人にオリジナ
ルクリアファイル
をプレゼントして
います。
１月15日㈰まで

■今西錦司　生誕120周年記念
　「△展（さんかくてん）」第３部
　登山において強烈なリーダーシップ
で指揮をとった今西と、補佐役として力
を発揮した西堀について紹介します。
３月31日㈮まで

■西堀榮三郎生誕120周年記念ミニ
展示「西堀ファミリー展」
　４月からの特別展に先立ち、ミニ
展示を行います。
１月21日㈯～３月31日㈮

■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㈷～４日㈬、
11日㈬

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

■第32回企画展示「戦争と女学生　
－戦時下の学校生活と進路－」
　戦時下での女学生を取り上げ、彼女
たちの学校生活や進路を体験談や資
料で紹介します。
1月５日㈭～6月25日㈰

■映画上映会「ミツバチのささやき」
１月29日㈰13：30
１月５日㈭９：00から（先着順）
毎週月・火曜日（9日㈷は開館）、

１日㈷～４日㈬

050-5801-1140　 0748-23-1860　

東近江大凧会館

❶新春特別企画　
兎の凧と郷土玩具展
　新春の特別企画として、令和５年の
干支である兎

うさぎ
が描かれた全国の凧と

郷土玩具を展示
します。先着150
人にはミニ干支凧
（兎）をプレゼント。
��１月３日㈫～

　22日㈰
❷新春凧揚げ大会
　毎年恒例の凧揚げ大会です。新成人を
祝った20畳敷大凧も舞い揚がります。
※�凧を持参した参加者（小学生以下対
象）にサイコロの目の出た数だけみ
かんをプレゼント。
��１月８日㈰11：30～14：30
凧
聖徳中学校グラウンド

❸鬼の凧展
　鬼が描かれた凧を展示します。
��１月26日㈭～２月12日㈰

❶❸共通
大人300円、小中学生150円
毎週水曜日、１日㈷、２日㉁、

10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Ⅱ
　これまで近江商人博物館で開催して
きた日本画展のあゆみをふりかえる展
示の第二弾です。

１月14日㈯～３月12日㈰
大人300円、小中学生150円
毎週月曜日、１日㈷～13日㈮

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

■�呉
ごしょうせき
昌碩とその周辺展

　平成８年に開催した特別企画展が
Web上で復活します。
　近代の書画篆

てんこく
刻

に大きな足跡を残し
た巨匠・呉昌碩（1844
～1927）を中心に、
彼と交友関係のあっ
た十数人の文人の
書画を「バーチャル
観峰館」で公開し
ます。
　右記二次元コード（当
館ホームぺージ）からア
クセスしてください。　　　　　　　��　　
３月31日㈮まで
４月14日㈮まで（資料調査・整理

のため）

呉
昌
碩
の
落
款

（
行
書
即
席
詩
軸
）よ
り

■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

11日㈬、28日㈯11：00（約15分）
　 親子５組�（申込み先着順）

21日㈯、28日㈯14：30（約15分）
『活きる』（洋画、吹き替え）
����15日㈰、18日㈬14：00（131分）

　 �各回15人�（申込み先着順）
スペシャルおはなし会

　 ７日㈯、14日㈯14：30
　 �各回20人（当日先着順）

図書館へ行こう！冬のスタンプラリー
　 31日㈫まで
八日市の引き札展～明治・大正・昭

和の広告チラシからみる地域の歴史～
　 ７日㈯～31日㈫

北川純一氏講演会「八日市の引き札」
　 22日㈰14：00～15：00
　 30人（申込み先着順）
� 毎週月曜日、１日㈷～４日㈬、10
日㈫、27日㈮

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

６日㈮、２月３日㈮10：30
毎週土曜日14：30
『父ありき』（邦画）

　　８日㈰14：00（94分） 15人
『霧につつまれたハリネズミ』

　　22日㈰14：00（31分） 15人
加藤休ミ�クレヨン絵本原画展　

みんなで見においで！～『デリバリーぶ
た』『さかなをたべたあとのほね』～」　
　 18日㈬～2月19日㈰18日㈬～2月19日㈰

�毎週月・火曜日、１日㈷～４日㈬、
11日㈬、27日㈮

今月の一冊今月の一冊

『しめかざり』　
森 須磨子／著　
＜工作舎＞

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

　宝珠に鶴、俵など多彩なかた
ちがある、しめかざり。本書は、
紙
し で

垂や裏
うらじろ

白といった装飾を取り外
し、藁がつくる「素のかたち」を紹
介。その清々しい姿からは、土地
ごとに込められた祈りや人々の願い
が感じられます。

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

13日㈮10：30～10：50
�７日、21日、28日

　　いずれも土曜日10：30～11：00
西アフリカ、ヨルバ人の染め布展

　 ５日㈭～２月５日㈰
ライブラリーコンサート�ヨルバのドラム

　 21日㈯19：15　 �40人（申込み先着順）
�毎週月・火曜日、１日㈷～４日㈬、11日㈬、27日㈮

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

19日㈭10：30～11：00
���毎週土曜日11：00～11：30

� 『雪の日パーティ』
　　29日㈰10：30（25分）

�毎週月・火曜日、１日㈷～４日㈬、11日㈬、27日㈮

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

11日㈬11：00～11：20
21日㈯、28日㈯14：30～15：00
14日㈯15：30
�『ティファニーで朝食を』（洋画・字幕）

　　14日㈯14：00（114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～
　 22日㈰まで

毎週火曜日、１日㈷～４日㈬、９日㈷、27日㈮

050-5801-8050
0748-27-8090永源寺図書館

12日㈭11：00
毎週土曜日11：00～11：30
『やがて・・・春』（邦画）

　　21日㈯14：00（105分）
�毎週月・火曜日、１日㈷～４日㈬、11日㈬、27日㈮

050-5801-2266愛東図書館

７日㈯10：30～11：00
14日㈯、28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～
　 22日㈰まで

�毎週月・火曜日、１日㈷～４日㈬、11日㈬、27日㈮

　パリッと焼けた魚やあつあつのしょうゆラーメン……。絵本に登場する食べ　パリッと焼けた魚やあつあつのしょうゆラーメン……。絵本に登場する食べ
物はどれもおいしそうで、食感や香りまで感じられます。思わず「おいしそう！」物はどれもおいしそうで、食感や香りまで感じられます。思わず「おいしそう！」
と言ってしまう、加藤休ミさんの描く魅力あふれるクレヨン画の世界をお楽しと言ってしまう、加藤休ミさんの描く魅力あふれるクレヨン画の世界をお楽し
みください。�みください。�
期間：1月18日㈬～2月19日㈰期間：1月18日㈬～2月19日㈰
ワークショップ「さかなのほねにみをつけよう！」ワークショップ「さかなのほねにみをつけよう！」
１月28日㈯13：30　１月28日㈯13：30　 親子10組（申込み先着順）親子10組（申込み先着順）
能登川図書館能登川図書館

050-5801-7007　 0748-42-8123

能登川図書館冬季企画展能登川図書館冬季企画展

みんなで見においで！みんなで見においで！
～『デリバリーぶた』『さかなをたべたあとのほね』～～『デリバリーぶた』『さかなをたべたあとのほね』～

観峰館ホームページ

今月の今月の
いち押し
いち押し

水鳥観察会水鳥観察会
　冬の伊庭内湖に飛来する鳥たちを
観察します。

２月４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、マスクなど
１月14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㈬、

11日㈬、27日㈮

加藤休ミ クレヨン絵本原画展加藤休ミ クレヨン絵本原画展


