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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

３日㈬、27日㈯ 11:00～11:30
毎週土曜日 14:30～15:00
『ベルリン・天使の詩』

　　20日㈯ 13:30から（128分 /字幕）
毎週月曜日、30日㉁

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

蒲生図書館

19日㈮ 10:30～10:50
６日㈯、13日㈯ 11:00～11:30

　　 27日㈯ 10:30～11:00
毎週月・火曜日

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

６日㈯10:30～11:00
13日㈯、27日㈯10:30～11:00

毎週月・火曜日

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

能登川図書館

５日㈮10:30～11:00
毎週土曜日14:30～15:00
『父ありき』

　　14日㈰14:00から（94分）
『ピーターラビットとベンジャミ

　　ンバニーのおはなし』
　　28日㈰14:00から（33分）

毎週月・火曜日

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

五個荘図書館

18日㈭10:30～11:00
6日㈯、20日㈯11:00～11:30

『バーバパパのいえさがし』
　　28日㈰10:30から（25分）

毎週月・火曜日

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

湖東図書館

３日㈬11:00～11:20
20日㈯、27日㈯ 14:30～15:00
13日㈯15:30から

『路傍の石』
　　13日㈯14:00から（97分）

毎週火曜日、29日㈷

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

永源寺図書館

11日㈭ 11:00 から
毎週土曜日 11:00～11:30
『白い手』

　　27日㈯ 14:00から（100分）
アフリカの民話とティンガ

　　ティンガアート原画展
　　6日㈯～21日㈰

アフリカのおはなし会
　　21日㈰14:00～15:00
        15人（申込み先着順）

毎週月・火曜日

■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

４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130回企画展「もじモジの世界～
文字でみる東近江の歴史～」
　記録したり、情報を伝えたりする
ために発明された文字。市内に残さ
れた木簡や古文書などさまざまな資
料から、東近江市の歴史を紹介して
います。

４月28日㈰まで
春を見つけよう！
　博物館周辺を散策しながら、春の
野草を観察します。

４月14日㈰10：00～12：00 （雨天中止）
能 登 川

博物館集合
30人

（申込み先
着順）

軍手、ビ
ニール袋
※汚れてもいい服装で参加してください。

毎週月・火曜日

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

東近江大凧会館

～みんな来い！来い！～「鯉の凧展」
　鯉の絵柄の凧を展示します。

４月18日㈭～５月６日㉁
大人300円、小中学生150円

ゴールデンウィークは東近江大凧会館で
“色んなおもちゃで遊んじゃおう！！”
　コマ、けん玉、お手玉、パズル、知恵
の輪、竹のおもちゃなど15種類約100
点のおもちゃで遊べます。

４月25日㈭～５月６日㉁

大人300円、小中学生150円
毎週水曜日、23日㈫

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

滋賀県平和祈念館

映画上映会　「鯉昇れ、焦土の空へ」（73分）
４月28日㈰ 13：30から
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日 （29日㈷、30日㉁は開館）

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

西堀榮三郎記念探検の殿堂

ネパールプロジェクト報告展
　西堀さんのネパールでの足跡をた
どって取材した様子と、ネパールとの
アマチュア無線交信の活動内容を、写
真と動画で紹介します。

６月16日㈰まで
大人300円、小中学生150円 

　※市民は無料

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

春季企画展
近江書画探訪～新しいけど面白い !?
　観峰館が所蔵する書作品と東近江
地域の名品のコラボレーション展です。

４月13日㈯～６月16日㈰
大人500円、学生( 高校生以上）300円

土曜講座「東近江地域の書画について」
４月20日㈯13:00～14:00
20人（申込み先着順） 500円

１日㈪～12日㈮、15日㈪、22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.191
　１部 は 鍵 盤 ハーモニカアン サンブル　

「カンタービレ」、２部はみんなで歌います。
４月11日㈭10：00～11：45　 500円

毎週火曜日

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

近江商人博物館

商家の家訓展
　近江商人の家に伝えられてきたさ
まざまな家訓を紹介します。

４月20日㈯～７月15日㈷
大人300円、小中学生150円

中国古典に親しむ（素読講座）
　前半を「孟子」、後半を「論語」に
分けて素読します。文章を声に出し
て繰り返し読むことで、言葉の響き
やリズムを感じとり、自然に学習で
きます。要点の解説を交えて読み進
めていきます。（全５回）

（講師　松田元
げ ん し ん

信さん）
（第１回）４月13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）

500円（別途書籍代として1,200円
必要です。）　

筆記用具
毎週月曜日（29日㈷は開館）

今月の一冊
『正しい目玉焼

きの作り方　   
～きちんとし
た大人になるための家庭科
の教科書～』森下えみこ／
イラスト  河出書房新社　
　包丁の使い方、アイロンのかけ方や
ボタンのつけ方など、生活していく上
で大切な「洗濯」・「料理」・「掃除」・

「裁縫」の基本が楽しく学べます。春
から一人暮らしを始める人にも役立
ちます。

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

 融人とビワイチ！

　 近 年、 注
目を 集 めて
い るビ ワイ
チ。 琵 琶 湖
を 一周する
サ イクリ ン
グコースで、
琵 琶 湖をは
じ めとする
滋賀県の魅力が存分に味わえます。
　中路融人が描いた滋賀県各地の風景
画で、ビワイチを体験してみませんか？

４月27日㈯～６月23日㈰
大人300円、小中学生150円
中路融人記念館　☎ 0748-48-7101
050-5802-3134　 0748-48-7105

毎週月曜日（29日㈷は開館）

今月の
いち押し

春、新しい出会いを図書館で！
　利用登録は市内在住、通勤・通学している人ならど
なたでも無料でできます。住所や通勤・通学先が確
認できるものを持って、お近くの図書館へお越しくだ
さい。利用カードは市内７つの図書館すべてが利用で
きる共通のものです。すでに利　　　　　
用登録をしている人も、引っ越
しなどで住所や連絡先に変更
がある場合は、図書館までお
知らせください。

　図書館は誰もが無料で利用できる施設で
す。子ども向けの絵本や紙芝居、趣味や仕
事、暮らしに役立つ本などの書籍をはじめ、
新聞や雑誌などのさまざまな資料を貸し出し
ています。
　また図書館は、おはなし会や映画会、講
演会、展示会の開催などを通して多くの人や
新しいものと出会える場所でもあります。

開館時間と休館日が変わりました
開館時間　10:00～ 18:00
休館日　毎週月・火曜日、
　　　　国民の休日、年末年始


