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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

１日㈬、25日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
『ドダウリ村のキルト展』

　　26日㈰まで
『やってみよう！男子ちくちく部』

自分だけのペンケースを作ります。
　　５日㈰ 14:00から
　　 10人（申込み先着順）　

『ネパールをより深く』
　　ネパール音楽のコンサートほか
　　18日㈯ 13:30から

毎週月曜日、11日㈷、24日㈮

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

永源寺図書館

23日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30
『キタキツネ物語』

　　18日㈯ 14:00から（117分）
毎週月・火曜日、11日㈷、24日㈮

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

五個荘図書館

９日㈭10:30～11:00
25日㈯ 13:30～14:00

『ひとまねこざる』
　　26日㈰10:30から（30分）

『近江商人パネル展』
　　23日㈭まで

毎週月・火曜日、11日㈷、24日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

４日㈯10:30～11:00
25日㈯10:30～11:00

『世界のたいこ！たたいて奏でて
つながろう』
　　３月４日㈯ 14:00～15:00
　　 小学生以上
　　 20人（申込み先着順）　

毎週月・火曜日、11日㈷、24日㈮

☎0749-45-2300
050-5801-2300
0749-45-3343

湖東図書館

１日㈬11:00～11:20
　　３月１日㈬11:00～11:20

18日㈯、25日㈯ 14:30～15:00
『ぞうのババール／ＵＦＯがせめて

くる？』
　　４日㈯ 15:00から（25分）

『Ｍｏｃｏ’ｓ Ｈｏｕｓｅ製作えほ
ん「あっちゃんあがつく」シャドーボッ
クス展』
　　３月４日㈯まで

毎週火曜日、11日㈷、24日㈮

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

能登川図書館

３日㈮10:30～11:00
　　３月３日㈮10:30～11:00

毎週土曜日14:30～15:00
『スヌーピーとチャーリー　ヨー

ロッパの旅』
　　26日㈰14:00から（76分）

『バックトゥザフューチャー』
　　12日㈰ 14:00から（116分）

毎週月・火曜日、24日㈮

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

蒲生図書館

17日㈮ 10:30～10:50
４日㈯、18日㈯ 11:00～11:30

　　 25日㈯ 10:30～11:00
毎週月・火曜日、11日㈷、24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　 ＝ファックス

２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

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
を 紹 介してい
ます。

２月19日㈰まで
春を染めよう
　八日市南高
校の協力のも
と市の 花 ムラ
サキを 使った
染 色体験をし
ます。

２月19日㈰13：30～16：00
10人（申込み先着順）

材料費実費
ゴム手袋、エプロンなど汚れても

いい服
能登川中学校卒業制作展
　能登川中学校の３年生の美術作品
を中心に展示します。

２月22日㈬～３月５日㈰
毎週月・火曜日、24日㈮

☎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。

２月19日㈰まで
大人300円、小中学生150円

ひな人形の凧展
　ひな祭りに合わせて、男雛、女雛、
三 人官 女、 五
人囃 子などが
描かれた和紙
に竹の骨 組み
が 取り付 けら
れた「ひな人形の凧」を展示します。

２月23日㈭～３月12日㈰
毎週水曜日、28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
　およそ百年前に三高山岳部だった
西堀が遺した資料から鈴鹿の山の様
子が記されているものを紹介します。

３月31日㈮まで　 大人300円
毎週月曜日

☎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。

４月２日㈰まで
大人300円、小中学生150円

６日㈪

花結び体験
　お雛様の装束や道具にも使われて
いる花結び。淡路結びでお雛様のミ
ニ色紙を制作します。講師：日本結
び文化学会会員

２月25日㈯13：30～15：00
てんびんの里文化学習センター
15人（申込み先着順）

参加費 500円
貝合わせ遊びとお茶会
　平安時代、ひな祭りの時期に遊ば
れていた「貝合わせ」を楽しみながら、
子ども茶道クラブ「ＯＨ！茶チャチャ」
によるお点前をいただきます。

３月４日㈯10：30～12：00
てんびんの里文化学習センター
20人（申込み先着順）

参加費 300円
６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.165
　第1部は邦楽グループ「ときわ」に
よる筝や尺八などの演奏、第2部はみ
んなで歌います。

２月９日㈭10:00～11:45　 500円
毎週火曜日、26日㈰、27日㈪

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

滋賀県平和祈念館

平和学習講座
「滋賀の戦争遺跡が語るもの」

第３回「本土決戦と滋賀県の銃後」
講師：水

みずたに

谷孝
たかのぶ

信さん
２月12日㈰

13：30～15：00
80人（ 申 込

み先着順）
戦争体験を聞く会

「終戦間際のソ連侵攻―満州最前線
の記憶―」

２月19日㈰ 13：30～15：00
80人（当日先着順）

映画上映会
ドラマ「真珠湾からの帰還　軍神と
捕虜第一号」

２月26日㈰ 13：30から（88分）
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日

今月の一冊

『道ばたに咲く』
かわしま　よう
子／著　地球丸

　畑や道ばたなどいろんな場所で
目にする雑草。名前の由来やどん
な特徴なのかを知ると身近に感じ
ることができます。四季折々、たく
ましく生きる草花を愛情あふれる
写真と文章で紹介します。
　本を片手に出かけませんか？

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

企画展

「花鳥画を愛
め

でる」

　中国近代書画を中心とする観峰館
の所蔵作品から選び抜いた花鳥画の
佳作と、他館から
借用した名品を展
示します。

３月20日㈷まで
大人500円、

高校・大学生300円
観峰館

☎0748-48-4141
0748-48-5475

６日㈪、27日㈪
（27日㈪は本館のみ

観覧できます。）

今月の
いち押し

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

近江商人博物館

　ちくちくからつながる
　ドダウリ村のキルト展
　～縫う喜びを生きる力に～

日時　２月26日㈰まで
会場　八日市図書館　２階ギャラリー・集会室

　ネパール東部にあるドダウリ村。この小さな村に住む女性たちがつくっ
たキルト作品が八日市図書館にやってきます。ネパールの美しい大自然と
素朴な村の暮らしが描かれたキルトからは、表現すること、自らの手で
暮らしを支え自立して生きることへの喜びがあふれています。
　2月18日㈯には、ネパール音楽のコンサートを開催します。


