
広報ひがしおうみ　2018.9.1　1415　広報ひがしおうみ　2018.9.1

 

図書館

山根悦子えほん原画展‐身近な植物を描く‐

☎0748-24-1515
050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

５日㈬、22日㈯、10月3日㈬
　　11:00～11:30

毎週土曜日14:30～15:00
『幻の光』

　　15日㈯13:30から（110分）
毎週月曜日、18日㈫、23日㈷

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

能登川図書館

７日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
山根悦子えほん原画展

　　 ‐身近な植物を描く‐ 　　　　
　　５日㈬～10月７日㈰

『秋日和』
　　９日㈰14:00から（128分）

『怪物くん 怪物ランドへの招待』
　　23日㈷14:00から（28分）

毎週月・火曜日、19日㈬
　　26日㈬～28日㈮（修繕工事のため）

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

湖東図書館

５日㈬、10月３日㈬11:00～11:20
15日㈯、22日㈯、29日㈯

　　14:30～15:00
８日㈯15:30から
『第三の男』

　　８日㈯14:00から（120分 /字幕）
毎週火曜日、17日㈷、23日㈷

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

永源寺図書館

20日㈭11:00から
毎週土曜日11:00～11:30
『クレイマー、クレイマー』

　　15日㈯14:00から（105分／字幕）
永崎みさとさんとうたってあそぼう!

         ２日㈰11:00～12：00
オオルリボシヤンマをさがしに行こう

　　22日㈯10：00から
　　 20人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、19日㈬、23日㈷

20日㈭ 10:30～11:00
１日㈯、15日㈯ 11:00～11：30

『ワニのライルがやってきた』
　　30日㈰10:30から（24分）

毎週月・火曜日、19日㈬、23日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

１日㈯10:30～11:00
８日㈯、22日㈯10:30から
毎週月・火曜日、19日㈬、23日㈷

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

蒲生図書館

21日㈮10:30～10:50
１日㈯、８日㈯11:00～11:30

　　22日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、19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　 ＝ファクス

９月の 博物館・文化施設催しガイド

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

あかね文化ホール

音楽の散歩道　Vol.184
　第１部は、macaron*roseさんの木
管アンサンブル演奏、第2部はみんな
で歌います。

９月13日㈭10:00～11:45    500円
鈴木翼・ロケットくれよん
ファミリーコンサート
　歌や遊び歌などを歌います。

９月９日㈰13：30開場　14：00開演
前売券一般 2,000円 小学生以下 1,000円

　当日券一般2,500円 小学生以下1,500円
　※３歳以上は有料、3歳未満はひざ
　上無料 （席が必要な場合は有料）
悠久の丘お月見コンサート　　

　第１部は、藤元辰也さんによる津
軽三味線の演奏、第２部は、F i r e 
performance Muutaによる炎のパ
フォーマンス、第３部は、SwingStarS
★ JAZZ Orchestraによるジャズの演
奏が行われます。お月見屋台村の出
店もあります。

９月22日㈯18:00開場　18:50開演    
悠久の丘あかね古墳公園

毎週火曜日、17日㈷

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

　
「追求の先に…美を拓くものたち」展

Part6 （東近江の芸術を愛する会共催）
　19ジャンル、70人のアーティストた
ちの作品を展示します。
　今回は、Beyond2020プログラム
参加事業「触って感じる」コーナー
も設置します。

９月22日㈯～12月16日㈰
大人300円、小中学生150円 （市民は無料）

毎週月曜日

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761 

0748-42-8123

猪子山探検隊～タカの渡り～
　猪子山でタカの渡りの観察を行います。

９月29日㈯９:00～12:00
猪子山山頂（北向岩屋十一面観音

前）集合
30人（申込み先着順）

 双眼鏡（お持ちであれば）
秋を染めよう
　植物を使って染色体験をします。
何で染めるかはお楽しみ。

10月７日㈰13:30～16:00
10人（申込み先着順）
500円（材料費）

 エプロンまたは汚れてもよい服
９月15日㈯10:00から

毎 週月・火 曜 日、19日㈬、26日㈬
～28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　
　　
　

　

　中路融人さんの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。

９月30日㈰まで
大人300円、小中学生150円

ひらめきコラージュ！
講師：藤野裕美子さん（日本画家）
　日本画材の岩絵具や金箔を使っ
て、自由な形のコラージュ作品を作
ります。

９月８日㈯13:30～15:30
小学生以上
15人 （申込み先着順）
700円

３日㈪、10日㈪、18日㈫、25日㈫

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

近江商人博物館

猪ノ田裕
ひ ろ き

樹展　ふるさとの詩
　東近江市の洋画家・猪ノ田裕樹さん
の作品展です。五個荘金堂地区のまち
なみのほか、愛着のある場所や人物な
ど、さまざまな作品を展示します。

９月11日㈫～24日㉁
大人300円、小中学生150円

３日㈪、10日㈪、18日㈫、25日㈫

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

アンティークオルゴール鑑賞会
９月23日㈷、30日㈰14：30～15:30

毎週月曜日（24日㉁は開館）、
11日㈫～21日㈮、25日㈫

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

滋賀県平和祈念館

第21回企画展　
戦場より故郷の家族へ‐戦没者の手紙‐

９月30日㈰～12月24日㉁
映画上映会 ドラマ『紅白が生まれた日』

９月30日㈰13:30から 
毎週月・火曜日（17日㈷、24日㉁

は開館）、26日㈬～29日㈯

今月の一冊

『ネガティブ・
ケイパビリティ　
答えの出ない
事態に耐える力』
帚
は は き ぎ

木蓬
ほ う せ い

生／著　朝日新聞出版

　すぐには答えが出ない問題に直
面した時に、性急に解決したいと
焦る気持ちを抑え耐える力をネガ
ティブ・ケイパビリティと言います。
　この力が他者への優しさや共感
を育む土台となりうることを教育・
介護・医療の視点から紹介します。

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

重伝建選定20年記念展

～ひと・まち・くらし　
　五個荘金堂の選択～　

　 
 

 
　五個荘金堂地区が国の重要伝統的
建造物群保存地区に選定されて 20
年が経ちました。このまちを守り、暮
らす人 と々まちなみ保存活動の様子を
紹介します。

９月15日㈯～12月９日㈰　　　    
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

　私たちがふだん何気なく見ている道端の
草や花 。々 山根悦子さんは、そんな身近
な植物たちを細密に描き、 その生き生きと
した美しさや魅力に気付かせてくれます。
　「リュウノヒゲ」 や 「おしろいばな」 など、
子ども向け月刊誌 『かがくのとも』 の絵
本３作品の原画を中心に、 美しい植物
画を展示します。

　会期 ９月５日㈬～10月７日㈰　場所 能登川図書館・博物館ギャラリー

≪関連事業≫

ワークショップ 「身近な植物をさがす・描く」

９月30日㈰10：30～12：00

15人 （申込み先着順）

講演会 「山根悦子　自作えほんを語る」

９月30日㈰13：30～15：00

40人 （申込み先着順）

※終了後、ギャラリートークと交流会を行います。


