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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

11日㈬、28日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
『フラガール』

　　21日㈯ 13:30から（120分）
『ドダウリ村のキルト展』

　　28日㈯～２月26日㈰
毎週 月曜日、１日㈷～４日㈬、10

日㈫、27日㈮

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

永源寺図書館

26日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30
『キッド／のらくら』

　　21日㈯ 14:00から（86分）
毎週月・火曜日、１日㈷～４日㈬、11

日㈬、27日㈮

☎0749-45-2300
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から

『カペリート／カペリートのダンス』
　　７日㈯ 15:00から（35分）

『ある愛の詩』
　　14日㈯14:00から（100分）

毎 週火 曜日、１日㈷～４日㈬、９
日㈷、27日㈮

12日㈭10:30～11:00
28日㈯ 13:30～14:00

『バーバパパのたんじょうび』
　　22日㈰10:30から（26分）

近江商人パネル展
　　29日㈰～２月23日㈭

毎週月・火曜日、１日㈷～４日㈬、11
日㈬、27日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

７日㈯10:30～11:00
14日㈯、28日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、１日㈷～４日㈬、

11日㈬、27日㈮
※今月から開館時間は、９:00～17:00
です。

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

能登川図書館

６日㈮、２月３日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『14ひきのさむいふゆ』

　　22日㈰14:00から（27分）
『鉄

ぽ っ ぽ や

道員』
　　８日㈰ 14:00から（112分）

積み木とゲームであそ BOW！
　　29日㈰
10:30 積み木のワークショップ
13:30 アナログゲームのワークショップ

毎週月・火曜日、１日㈷～４日㈬、11
日㈬、27日㈮

☎0748-55-5701
050-5802-8342
0748-55-5703

蒲生図書館

20日㈮ 10:30～10:50
７日㈯、14日㈯ 11:00～11:30

　　 28日㈯ 10:30～11:00
毎週月・火曜日、１日㈷～４日㈬、11

日㈬、27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

１月の 博物館・文化施設催しガイド

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

東近江大凧会館

特別企画「鬼の凧・福の凧」
　鬼が描かれた凧と福助の凧を展示
します。期間中、先着300人に鬼の
面をプレゼント。１月28日㈯からは
先着100人に福豆をプレゼント。

１月26日㈭～２月19日㈰
入館料（大人300円、小中学生150円）

東近江のガオさんの凧を作ろう
２月４日㈯９：00～12：00
４歳以上（小学生以下は保護者同伴）
25人（申込み先着順）　 500円

毎週水曜日、１月１日㈷、２日㈪、
10日㈫、24日㈫

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

鈴
すずかやまふところやわ

鹿山懐夜話　三高山岳部員の手記
　今からおよそ百年前、まだ鈴鹿の
山で炭焼きが行われていた時、京都
の学生たちが鈴鹿の山懐に入り、山
の様子を文章に残していました。三
高山岳部だった西堀が遺した資料か
ら往年の鈴鹿の山の様子が記されて
いるものをご紹介します。

３月31日㈮まで
成虫で越冬するホソミオツネントン
ボの観察会

１月14日㈯９：30～12：00
20人（申込み先着順）

長靴、防寒着
毎週月曜日（９日㈷は開館）、１月

１日㈷～５日㈭、10日㈫

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

あかね文化ホール

音楽の散歩道　Vol.164
　第1部は二胡：大

おさらぎ

佛忠
た だ こ

子さんとピア
ノ：向

む か い の り こ

井倫子さんの演奏、第2部は
みんなで歌います。

１月12日㈭10:00～11:45　 500円
毎週火曜日、１月１日㈷～３日㈫

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

中路融人記念館

中路融人の世界Ⅳ - 新春を寿ぐ -
　四季によって表情
を変える富士を描いた

「富
ふ が く

嶽四題」をはじめ、
神秘的な空気をまとう

「峠富士」など富士山
が題材の作品や、近
年取り組んでいる京都の名所を描い
た作品を出展します。

１月５日㈭～４月２日㈰
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日（９日㈷は開館）、１
月１日㈷～４日㈬、10日㈫

論語素読講座
「孔子とその弟子たち～顔

がんかい

回～」
講師：松

ま つ だ

田元
げんしん

信さん
１月14日㈯10：00～12：00
てんびんの里文化学習センター
25人（申込み先着順）

参加費 100円
毎週月曜日（９日㈷は開館）、１

月１日㈷～４日㈬、10日㈫

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761 

0748-42-8123

第120回企画展
｢ちょっとむかしの道具たち2017」
　ちょっと昔に使われていた様々な
道具たちを紹介します。

１月５日㈭～２月19日㈰
水鳥観察会
　冬の伊庭内湖へやってくる水鳥た
ちを観察します。

１月28日㈯９：30～12：00
30人（申込み先着順）

双眼鏡（お持ちであれば）
１月５日㈭10：00から

毎週月・火曜日、１月１日㈷～４日
㈬、11日㈬、27日㈮

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

企画展「新春の書画」
　新春にちなんだおめ
でたい書や、酉年の鶏
を描いた絵画を展示し
ます。

１月22日㈰まで
かきぞめ作品展

１月11日㈬～ 15日㈰
１月１日㈷～４日

㈬、10日㈫、16日㈪、23
日㈪～31日㈫

☎0749-46-0300   050-5802-9800
0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

第16回企画展示
「八日市いまむかし - 飛

行場があった街 -」
１月11日㈬ ～４月

23日㈰
平和学習講座

「滋賀の戦争遺跡が
語るもの」
第２回「滋賀県の空襲と戦争遺跡」
　講師：水

みずたに

谷孝
たかのぶ

信
１月15日㈰13：30～15：00
80人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、１月１日㈷～10
日㈫

今月の一冊

『ニワトリ　
十二支第十番 酉』　　　
　　　　　　　　ピエ・ブックス
　古来より身近な存在のニワトリ。
生物学者 南

みなかた

方熊
くまぐす

楠の「十二支考」
や日本鶏の系統解説も交えなが
ら、美しい写 真や日本画家 伊藤
若
じゃくちゅう

冲 の「鶏図」、工芸の意匠など
でその魅力に迫ります。
　まさに鶏づくしの１冊です。

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

新春特別企画

酉の干支凧とお正月遊び

　新春の特別
企画として、今
年の干支であ
る酉が 描かれ
た全国の凧の
展示と、かるた・福笑い・双六など
お正月遊びが体験できるコーナーが
あります。また、先着150人に酉のミ
ニ飾り干支凧をプレゼントします。

１月３日㈫～23日㈪
入館料（大人300円、小中学生150円）
東近江大凧会館　

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

今月の
いち押し

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

近江商人博物館

　　　　　　　　ご利用ください！
　　　　　　　　　大活字本＆ＣＤ図書

　「最近、小さい文字が読みづらい。」そんな人にも読書を楽しんでいた
だける大活字本があります。文字の大きさは、通常の本の約２～３倍です。
また、ＣＤ図書では、本を耳で聞いてお楽しみいただけます。

　どなたでもご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

ＣＤ図書（録音図書）大活字本


