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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

２日㈬、26日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
『母べえ』

　　19日㈯ 13:30から（132分）
『びわ湖を知ろう・食べよう』

　　６日㈰14:00～15:30
　　 親子20組（申込み先着順）

『はちみつだけじゃない！意外と
知らないミツバチの世界』
　　20日㈰14:00～15:00
　　 親子15組（申込み先着順）　

毎週月曜日、３日㈷、23日㈷

☎0748-42-7007
050-5801-7007
0748-42-8123

能登川図書館

４日㈮、12月２日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『トムとジェリーの大冒険』

　　27日㈰14:00から（84分）
『ゴジラ』

　　13日㈰ 14:00から（98分）
毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

☎0748-55-5701
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
毎週月・火曜日、３日㈷、６日㈰、

　　23日㈷
※６日㈰は「いきいきあかねフェア」
の開催につき、来館者駐車場の確保
が難しいため臨時休館します。

☎0748-27-8050
050-5801-8050
0748-27-8090

永源寺図書館

24日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30
『アパートの鍵貸します』

　　19日㈯ 14:00から（121分）
『みんなのふるさと祭り　良い

夜いコンサート』
　　11日㈮19:00～21:00

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

10日㈭10:30～11:00
26日㈯ 13:30～14:00

『松
まつしま

島 良
りょういち

一 木版画展』
　　20日㈰まで

スズキコージのワークショップ
『かんむりや万国旗？をつくってパレー

ドしようぜぃ！』
　　27日㈰13:00～ 16:00
　　 園児から中学生まで
　　 30人（申込み先着順）　
　　 はさみ

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

☎0749-45-2300
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から
『14ひきのあきまつり』

　　５日㈯15:00から（22分）
『エデンの東』

　　12日㈯15:00から（115分）
『ヴァイオリンとチェンバロによ

るバロックコンサート～バロックって
なあに？～』
　　27日㈰ 14:00 から
　　 40人（申込み先着順）

毎週火曜日、３日㈷、23日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

５日㈯、12月３日㈯10:30～11:00
12日㈯、26日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

☎0748-48-2030
050-5801-2030
0748-48-6445

五個荘図書館

■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　 ＝ファックス

11月の 博物館・文化施設催しガイド

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761 

0748-42-8123

国重要文化財「雪野山古墳出土品」
特別公開
　国指定重要文
化財に指定され、
保存修理が完了
した出土遺物を
紹介します。

11月20日㈰まで
第119回企画展
｢水辺に原風景を探して―東近江の
日本遺産―」
　平成27年に日本遺産に認定された

「伊庭の水辺景観」と「五個荘金堂
重要伝統的建造物群保存地区」の
紹介と、水辺を
題材としたヨシ
ペン画や竹灯籠
を展示します。

11月24日㈭
～12月25日㈰　

「水辺に原風景を探して」関連イベント
「自分で作ったヨシペンでヨシ紙に絵

を描こう」
　琵琶湖のヨシを使って、自分で作っ
たヨシペンでヨシの紙に水辺の原風
景を描きます。

12月３日㈯10：30～12：00
10人（申込み先着順）

参加費300円
カッターナイフ、古いタオル、鉛筆、

消しゴム、水彩絵の具一式、墨滴 ( お
持ちであれば )

11月２日㈬10：00から
「オリジナルリース創り」

　身近にある木の実や落ち葉を使っ
てオリジナルリースを作ります。

12月10日㈯13：30～16：00ごろ
30人（申込み先着順）

材料代 300円
軍手、花バサミまたは高枝切りバ

サミ
11月24日㈭10：00から

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

☎0748-48-7101　 050-5802-3134
0748-48-7105

中路融人記念館

中路融人の世界Ⅲ - 木立の造形 -
　水と木は自身の創作の舞台装置だ
と語る日本画家・中路融人さん。その
印象深い木立の造形に焦点をあて作
品を紹介します。

12月18日㈰まで　９：30～17：00
大人300円、小中学生150円

中路融人の世界Ⅲ - 木立の造形 -
ギャラリートーク
　学芸員による作品解説を行います。

11月12日㈯　13：30～14：00
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日、24日㈭

論語素読講座
「孔子とその弟子たち～子

し こ う

貢～」
　論語約500章の中から、孔子とそ
の弟子たちの会話に焦点をあてて素
読をします。講師：松

ま つ だ

田元
げんしん

信さん
11月12日㈯　10：00～12：00
25人（申込み先着順）

参加費100円
筆記用具、テキスト（希望者には貸出し）

毎週月曜日、24日㈭

☎0749-45-0011　 050-5802-2291
0749-45-3556

西堀榮三郎記念探検の殿堂

東近江の芸術を愛する会・西堀榮三
郎記念探検の殿堂共催展示
追求の先に･･･ 美を拓くものたち展　
Part4
　 美を「 追求す
る」作家の作品と
出会い、作品に
込められた思い
をご覧ください。

11月27日㈰まで
入館料（大人300円、小中学生150円）

※市民は無料
毎週月曜日、４日㈮、24日㈭

☎0748-23-0081    050-5801-1140
0748-23-1860

東近江大凧会館

秋の特別企画
「近江ゆかりの武将が描かれた凧」展

　 石 田 三 成 な
ど近江ゆかりの
武 将 が 描 か れ
た凧を展示しま
す。

11月27日㈰まで
入館料（大人300円、小中学生150円）

毎週水曜日（23日㈬は開館）、
４日㈮、22日㈫、24日㈭

☎0748-55-0207　 050-5801-0207
0748-55-3898

あかね文化ホール

有酸素運動とヨガで健康に
11月２日㈬・16日㈬ 10:00～11:30
500円

簡単！リズム体操
11月17日㈭・24日㈭ 10:00～11:30
300円

音楽の散歩道　Vol.162
第１部はサックスアンサンブル「ボルペッ
タさん」、第２部はみんなで歌います。

11月10日㈭10:00～11:45
500円

親子で楽しくリトミック
11月９日㈬ 10:00～11:00
300円

毎週火曜日、20日㈰、21日㈪

今月の一冊

『おどろきの
　スズメバチ』　　　
　中村雅

ま さ お

雄 著　講談社

　秋はキイロスズメバチの女王が
巣立つ大切な季節です。「害虫」
とされながらも、天敵のオオスズ
メバチの脅威や、厳しい冬眠など
に耐え、命をつないでいくキイロ
スズメバチの一生を追います。

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

秋季企画展 シリーズ

近江商人群像 「小泉重
じゅうすけ

助展」

　麻布商いの行商からスタートし、今
年創業300年を迎える近江商人をルー
ツに持つ企業の軌跡をたどり、今も
なお受け継がれる近江商人の精神を
顕彰します。

11月27日㈰まで
　９：30～17：00

大人300円、小中学生150円
近江商人博物館

☎0748-48-7101　 050-5802-3134
0748-48-7105

今月の
いち押し

図書館の巡回便

▲図書館別のコンテナに本を
つめて巡回便で発送します。

ご存知です
か？

　図書館には、市内７つの図書館を相互
に結ぶ巡回便があり、予約の本や返却本
を運んでいます。図書館で借りた本は市
内のどの図書館でも返却することができ
ます。また、お探しの本や雑誌が普段お
使いの図書館にない場合は市内にある別
の図書館から取り寄せます。

お気軽に
　お問い合わせください。

回

☎0748-48-7101　 050-5802-3134
0748-48-7105

近江商人博物館


