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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
『友だちのうちはどこ？』

　　18日㈯ 13:30から（85分）
毎週月曜日、21日㈫、24日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

４日㈯10:30～11:00
11日㈯、25日㈯10:30～11:00

『たのしいパネルシアターとふ
れあいあそび』
　　18日㈯ 10:30～11:30
　　 乳幼児とその保護者
　　 20組（申込み先着順）　

毎週月・火曜日、24日㈮

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

湖東図書館

１日㈬11:00～11:20
18日㈯ 14:30～15:00
11日㈯15:30から

『てんとうむしのスペシャルおは
なし会』
　　25日㈯13:30から

『ミッフィーとおともだち／わん
わん！スナッフィー』
　　４日㈯ 15:00から（40分）

『ハチ公物語』
　　11日㈯ 14:00から（107分）

毎週火曜日、20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

『ドラえもん　怪物くん』
　　26日㈰10:30から（101分）

毎週月・火曜日、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
『スティング』

　　18日㈯ 14:00から（129分）
毎週月・火曜日、24日㈮

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

能登川図書館

３日㈮10:30～11:00
　　４月７日㈮10:30～11:00

毎週土曜日14:30～15:00
『マイク・マリガンとスチーム・ショ

ベル』
　　26日㈰14:00から（24分）

『息子』
　　12日㈰ 14:00から（121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㈯、11日㈯ 11:00～11:30

　　 25日㈯ 10:30～11:00
『みんなで楽しもう！くちぶえワー

クショップ』
分
わきやま

山貴美子さんと口笛を吹こう！
　　25 日㈯ 14:00 から
　　 10人（申込み先着順）

『ことりのさえずり
～分山貴美子 くちぶえコンサート～』
日本人初の口笛世界チャンピオンによ
るコンサートです。
　　25日㈯ 19:15 から
　　 70人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、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

3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

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

３月５日㈰まで
第121回企画展
｢スキ！ひがしおうみ市写真展」
　スキ！と感じる市内の観光スポッ
ト、風景、グルメ、お店、イベント
などの応募写真を紹介します。

３月８日㈬～４月23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

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。
３月12日㈰まで

三
さ ん な み

波捷
か つ あ き

昭　切り絵の部屋
　～黒と白の美～
　どこか懐かしい風景の切り絵の作
品を紹介します。

３月16日㈭～４月９日㈰
大人300円、小中学生150円

毎週水曜日、21日㈫、28日㈫

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

企画展　これがトーゴだ。「アフリカ
の笑顔」と称されるトーゴ共和国
　辻旺

お う い ち ろ う

一郎さんはトーゴ共和国にボ
ランティアをしながら５か月間にわ
たって滞在されました。辻さんが撮り
ためた写真を通じてトーゴ共和国の人
の温かさやすばらしさを紹介します。

３月11日㈯～５月７日㈰
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日（20日㈷は開館）、21
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 よ ん だ い

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

21日㈫、27日㈪

商家に伝わるひな人形めぐり
　江戸時代後
期から明治 ･
大正 ･ 昭和初
期の近江商人
の里の雛人形
を一堂に展示。流行とともに変わる
お雛様の形や表情が鑑賞できます。
　今年は日本結び文化学会会員制作
の花結びとコラボレーションしてより
華やかにお届けします。

３月20日㈷まで
大人300円、小中学生150円

論語素読講座
「孔子とその弟子たち～曽

そうしん

参～」
　論語約500章の中から、孔子とそ
の弟子・曽参の会話に焦点をあてて
素読をします。講師：佐朋登（サポー
ト）会　松田元

げ ん し ん

信さん
３月11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
テキスト、筆 記 用具

21日㈫、27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.166
　第1部はジャズバンド「米

よ ね だ

田正
まさひろ

博と
スリーエコーズ」の演奏、第２部は
みんなで歌います。

３月９日㈭10：00～11：45  500円
人形劇団　森のどんぐりさん 公演
　家族みんなで人形劇を楽しもう！

３月29日㈬10：30～11：30　
100人（当日先着順）

毎週火曜日

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

滋賀県平和祈念館

開館５周年プレ・イベント
映画「雲ながるる果てに」上映会
　八日市飛行場跡で撮影を行った映
画で、当館ボランティアがエキストラ
で出演した作品です。上映前には、
撮影の様子や戦中・戦後の八日市の
様子について語っていただきます。

３月５日㈰ 13：30から
80人（当日先着順）

開館５周年事業
「開館から5年をむかえます」

　新作DVD「戦争証言」上映会や戦
争体験を聞く会、ボランティアグルー
プの活動報告展など様々な催しを実
施します。

３月12日㈰10：00～15：40
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日（20日㈷は開館）

今月の一冊
『マメ先生が伝

える幸せ子育て
のコツ』　　
　大

お お ま め う だ

豆生田啓
ひ ろ と も

友／著　
　赤ちゃんとママ社
　自身も３児の父親であり、悩みな
がら子育てをしてきた経験から、
子育て番組や講演会で親の立場に
寄り添ったアドバイスが人気のマメ
先生。３月16日㈭の講演会にぜひ
ご参加ください。

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

我家の雛飾り
　　　　　　　小幡人形編

　 子どもの 健
や かな成 長を
願 い大 切に残
さ れてき た 小
幡人 形 を旧家
から借用し、雛人形飾りを再現します。

３月20日㈷まで
大人200円（中学生以下は無料）
観峰館

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
21日㈫～４月14日㈮

今月の
いち押し

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

近江商人博物館

　子どもはとってもかわいいけれど、子育てはほんとにたいへん。つらいとき、
子どもや自分、家族や世の中とどんなふうに向き合えばいいのでしょう。ＮＨ
Ｋ「すくすく子育て」出演のマメ先生こと大豆生田啓友さんにうかがいます。
日時 ３月16日㈭ 10:30～12:00    会場  永源寺コミュニティセンター
※事前に永源寺図書館へお申し込みください。

講演会　「マメ先生にきく　いまどきの子育てに大切なこと」

春のスペシャルおはなし会

　市内のおはなしボランティアさんが大集合！パネルシアターや工作会など、
いつもよりにぎやかなおはなし会です。お楽しみに！
日時  ３月12日㈰ 14:00～15:00    会場  永源寺図書館
出演　ルピナスさんの会（やまびこの会・ホビット・てんとうむし・ポッケ）


