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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

４日㈬、28日㈯、８月１日㈬
　　11:00～11:30

毎週土曜日 14:30～15:00
『カッコーの巣の上で』

　　７日㈯ 13:30から（133分 /字幕）
夏のおたのしみ会

　　（おはなし会と工作会）
　　７日㈯10:15～11:15
　　 親子20組（申込み先着順）
　    はさみ、色ペン（油性）

としょかんあそび島
　　21日㈯～８月31日㈮

毎週月曜日、17日㈫

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

永源寺図書館

19日㈭ 11:00から
毎週土曜日 11:00～11:30
夏のスペシャルおはなし会

　　15日㈰ 14:00～15:00
『麗しのサブリナ』

　　21日㈯ 14:00から（113分 /字幕）
えほんであそぼ！

　　～かみのふしぎ、かみのかたち～
　　21日㈯～８月26日㈰

工作会～ヨシで紙をつくろう～
　　28日㈯10:30～12:30
　　 20人（申込み先着順）　 100円 

毎週月・火曜日、18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、18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
夏の工作会

　　27日㈮14:00から
　　 15人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、18日㈬

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

湖東図書館

４日㈬、８月１日㈬11:00～11:20
21日㈯、28日㈯ 14:30～15:00
14日㈯15:30から

『雨月物語』
　　14日㈯14:00から（97分）

毎週火曜日、16日㈷、27日㈮

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

能登川図書館

6日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『青春デンデケデケデケ』

　　８日㈰ 14:00から（135分）
『すいかのたね』

　　22日㈰14:00から（28分）
夏休みつくってあそぼう工作会

　　29日㈰10:30～11:30
　　 親子15組（申込み先着順）

毎週月・火曜日、18日㈬、27日㈮

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

五個荘図書館

19日㈭10:30～11:00
７日㈯、21日㈯11:00～11:30
ひまわりさんの夏のおはなし大会

　　８月４日㈯10:30～11:30
『はれときどきぶた』

　　22日㈰10:30から（40分）
本の世界をたのしもう！

　　「まあちゃんのながいかみ」でな
　　にできる？
　　28日㈯～８月23日㈭

夏休み工作会
　～みつあみでミサンガをつくろう！～
　　28日㈯10:30から
　　 10人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、18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　 ＝ファクス

７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

夏休み特別企画　
ようこそ ” 思い出 ” の夏休み展へ～思
い出してみてください、あの時代を～

７月19日㈭～８月27日㈪
大人300円、小中学生150円

プラスティックでお面作り体験
７月22日㈰①13:00～14:30

　　　　　   ②15:00～16:30
５歳児から小学６年生まで （保護 　

　者同伴）　 各回15人
一人1,000円 （別途、入館料も必要）
７月５日㈭～10日㈫

※ホームページから申し込んでください。 
竹鉄砲作り

８月５日㈰①10:30～11:30
　　　　　  ②13:00～14:00
　　　　　  ③14:30～15:30

５歳児から小学６年生まで （保護
　者同伴）　 各回12人

一人500円 （別途、入館料も必要）
７月５日㈭～10日㈫

※ホームページから申し込んでください。 
毎週水曜日、17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.182
　第1部は音の宅急便そよかぜさん
の演奏、第２部はみんなで歌います。

７月12日㈭10：00～11：45 　
500円

毎週火曜日、16日㈷

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

滋賀県平和祈念館

戦争体験を聞く会
予科練での日々と戦後の生活
語り部：小西久次郎さん

７月15日㈰13：30から　
80人（当日先着順）

２日㈪、３日㈫、９日㈪、10日㈫、
17日㈫

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

実験・体験ひろば
Dr. ナダレンジャーがやってくる！
　雪

な だ れ

崩や地震など、災害にもつなが
る自然現象の仕組みを分かりやすく
楽しく伝える実験教室です。

７月21日㈯10:30～16:00
※費用や持ち物は体験内容により異
なります。
講演会　Science Cafe 南極料理人
～諦めきれるならそれは夢ではない～

７月29日㈰
13:00～14:30

20人
（申込み先着順）

大人300円、
小中学生150円　※市民は無料

毎週月曜日

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

近江商人博物館

商家の家訓展
“人生を生きるヒント ”となる近江商
人の珠玉のメッセージを紹介します。

７月16日㈷まで
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日（16日㈷は開館）、17日㈫

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

中路融人記念館

中路融人遺作展　その画業を辿
たど

る
　中路融人の60年以上にわたった画業
を新規寄贈作品を中心に振り返ります。

７月14日㈯～９月30日㈰
大人300円、小中学生150円

おしゃべり鑑賞会
７月22日㈰①11：00～12:00

　②14:00～15:00
①小学１年～３年生

　②小学４～６年生
各回15人（申込み先着順）
一人 200円 （入館料込み）

毎週月曜日（16日㈷は開館）、17日㈫

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761 

0748-42-8123

第127回企画展  夏の民具あれこれ
暑い夏を知恵と工夫で乗り切った昔
の道具を紹介します。

７月19日㈭～９月２日㈰
トンボ観察会

８月４日㈯
10:00～12:00 

（雨天中止）
能登川博物館

集合
※集合後、各自の車で移動

30人（申込み先着順）
虫取り用の網、かご
７月７日㈯ 10:00から

夏の夜の昆虫観察会
８月11日㈷19:30～21:00 （雨天中止）
30人（申込み先着順）
筆記用具、懐中電灯、虫取り用の

網、虫かご
７月14日㈯ 10:00から

毎週月・火曜日、18日㈬、27日㈮

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

夏季企画展示
原田観峰の書　観峰‐ 瞬

と き

間の息吹 -
７月７日㈯～９月９日㈰
大人500円、高校・大学生300円

土曜講座　観峰も筆のあやまり
７月28日㈯13:00～14:00
20人（申込み先着順）
500円

毎週月曜日（16日㈷は開館）、１日
㈰～６日㈮、17日㈫

今月の一冊

『行動経済学まんが　
ヘンテコノミクス』　　
佐藤雅彦・菅俊一／原作　
マガジンハウス

　財布の紐を緩める決め手は何で
しょう？人は損得だけで行動する生き
物ではありません。心理に注目し、そ
の謎を解き明かす行動経済学を漫画
で読んでみませんか。思い当たる例に
ドキッとするかもしれません。

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

夏休み親子凧作り教室

カブトムシの凧を作ろう
　

８月18日㈯９：00～12：00
５歳児から小学６年生ま

での子どもと保護者
25組
１組500円 
７月５日㈭～10日㈫

※ホームページから申し込んでください。
東近江大凧会館　☎0748-23-0081
050-5801-1140　 0748-23-1860

今月の
いち押し

　子どもたちにとって楽しみな夏休み。長い休みを利用して、本の世界を冒険
しませんか？
　図書館では、今年も図書館職員のオススメの本を紹介する『夏によむよむ』
を発行し、小学生、中学生の皆さんに配布しま
す。また、「夏によむよむコーナー」や自由研究・
工作などに役立つ本も設置します。
　工作会やおはなし会など楽しい催しも行いま
すので、夏休みはご家族で図書館へお越しくだ
さい。

 今年も「夏によむよむ」を発行します！


