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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

７日㈬、24日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日14:30～15:00
『男はつらいよ　寅次郎頑張れ！』

　　24日㈯13:30から（95分）
東近江のお米をたべよう

　　18日㈰14:00から
毎週月曜日、３日㈷、23日㈷

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

能登川図書館

２日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『武士の一分』

　　11日㈰14:00から（121分）
『ねぎぼうずのあさたろう

　　とうげのまちぶせ』
　　25日㈰14:00から（25分）

図書館でいきいき脳活！
　　30日㈮13:30～15:00

毎週月・火曜日、23日㈷

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

永源寺図書館

15日㈭11:00から
毎週土曜日11:00～11:30
『道』

　　17日㈯14:00から（107分／字幕）
良い夜いコンサート

        ゲスト：中村好江わくわくＨＯＴ５
　　９日㈮ 19:00～21:00

毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

15日㈭ 10:30～11:00
10日㈯、17日㈯ 11:00～11：30
『すてきな三にんぐみ』

　　25日㈰10:30から（23分）
毎週月・火曜日、３日㈷、23日㈷

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

湖東図書館

７日㈬、12月５日㈬11:00～11:20
17日㈯、24日㈯ 14:30～15:00
10日㈯15:30から
『炎のランナー』

　　10日㈯14:00から（119分／字幕）
毎週火曜日、３日㈷、23日㈷

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

蒲生図書館

16日㈮10:30～10:50
10日㈯ 11:00～11:30

         24日㈯10:30～11:00
毎週月・火曜日、３日㈷、11日㈰、

　　23日㈷

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

10日㈯、12月１日㈯10:30～11:00
17日㈯、24日㈯10:30から
毎週月・火曜日、３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

11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.186
　１部ははなちゃんずのよし笛＆ギ
ター演奏、２部はみんなで歌います。

11月８日㈭10:00～11:45  500円
ＨＡＭＯＲＩ－ＢＥ（はもりべ）
コンサートツアー2018　故郷を歌う

11月25日㈰
①午前の部（親子で楽しむ）11：30開演
　（11：15開場）※0歳から入場可
②午後の部（一般・学生対象）14：00開演
　（13：30開場）※未就園児入場不可

①中学生以上1,000円、３歳～小学
　　生 500円
　②一般2,500円、学生 1,000円
    　（当日券各500円増）

毎週火曜日、19日㈪、26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、69人のアーティストたち
の作品と点字解説付きの「触れる作
品」コーナーもお楽しみください。

12月16日㈰まで
大人300円、小中学生150円 

　※市民は無料
毎週月曜日

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

東近江大凧会館

2018年特別企画　東北の凧シリーズⅠ
青森・岩手・宮城
　青森県・岩手県・
宮城県の凧を展示し
ます。

11月26日㈪まで
大人300円、　　

　小中学生150円
毎週水曜日、 27日㈫

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

近江商人博物館

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～

12月９日㈰まで
大人300円、小中学生150円

「刀剣の美　鑑賞のツボ」（２回講座）
　日本刀の製作工程、歴史、鑑賞
の仕方を日本刀のプロに教わります。
鍛刀場見学もあります。
講師：日本美術刀剣保存協会京都府
支部常任理事 村井信夫さん、刀匠 
北川正忠さん

①11月17日㈯13：30～16：00
　②12月１日㈯13：00～16：00

①②両日参加できる人
20人（申込み先着順、初めての人　　

　優先）
① 500円、② 1,500円 （鍛刀場見学料）

毎週月曜日

日本画ができるまで　小下図おひろめ展
　小下図とは小さな下絵のことです。
日本画がどのような過程で描かれる
のかをひもとくため、新しく寄贈され
た小下図を中心に展示します。

12月24日㉁まで　　    
大人300円、　小中学生150円

毎週月曜日

☎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
「上

かみたなかみ

田上での日本機墜落を目撃　焼
夷弾投下の当時の様子」
語り部：東

とうごう

郷正
まさふみ

文さん
11月11日㈰13：30から　
80人 （申込み先着順）

毎週月・火曜日

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761 

0748-42-8123

オリジナルリース創り
　 ツル や木の実
などを採取し、オ
リジナルリースを
創ります。

12月15日㈯13:30～16:00
30人（申込み先着順）　 300円
 軍手・剪定バサミ・リースを持ち

　帰る箱など
11月17日㈯10:00から

毎週月・火曜日、23日㈷

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

秋季特別企画展　「雪野山古墳の全貌」
館蔵中国書画
　ー古典文学を題材とした作品ー
書物に寄せる詞
　ー出版物における「題辞」の書ー

11月18日㈰まで
大人1,000円、高校生・学生800円

　※チラシを持参すると市民は無料
土曜講座「雪野山古墳の出土遺物に
ついて」

11月10日㈯13：00～14：00　 500円
毎週月曜日、20日㈫～23日㈷

今月の一冊

『話しベタです
が・・・』
揚石圭子／編　
河出書房新社

　初対面の人に話しかけることが
苦手な人は多いのではないでしょ
うか。本書は、言葉を使いこなす
作家たちが、「話す」という行為に
ついて向き合ったエッセイ集です。
話しベタも話し上手も楽しめる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

ミニ企画展

「マンガで分かる！西堀榮三郎ネパール編」

　マナスル（8,163m）は、日本人が
初めてヒマラヤ登頂に成功した山。
その突破口を開いたのが西堀榮三郎
さんでした。ネ
パール王室に信
頼も厚い、知ら
れざる西堀さん
の一面を紹介し
ます。

平成31年３月31日㈰まで　
大人300円、小中学生150円

　※市民は無料
西堀榮三郎記念探検の殿堂　

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

今月の
いち押し

    蒲生図書館は 11月で開館10周年になります。記念事業として版画家で絵
本作家の山口マオさんをお迎えします。
　『わにわにのおふろ』の原画展をはじめ、子ども向けワークショップや講
演会を行います。ワークショップでは「わにわにの絵を描こう」と題し、み
んなで一緒に大きな「わにわに」を描く予定です。山口マオさんと楽しむ「わ
にわに」の世界へ皆さんの参加をお待ちしています。

  
山口マオと楽しむ  絵本「わにわに」の世界

◆原画展
　絵本「わにわに」シリーズ

11月7日㈬～12月16日㈰　
蒲生図書館

◆講演会
　「『わにわに』のないしょ話」

12月１日㈯15:00～16：30
蒲生コミュニティセンター小ホール
80人 （申込み先着順）

◆ワークショップ
　 「『わにわに』の絵を描こう！」

12月１日㈯13:00～14：30
蒲生コミュニティセンター小ホール
４歳以上
定員20人（申込み先着順）

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

中路融人記念館


