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図書館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

５日㈬、22日㈯、７月３日㈬
　　11:00～11:30

毎週土曜日14:30～15:00
『カラーパープル』

　　15日㈯13:30から（153分 /字幕）
毎週月曜日、28日㈮

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

五個荘図書館

20日㈭ 10:30～11:00
１日㈯、15日㈯ 11:00～11：30
『とりのおはなし』

　　23日㈰10:30から（30分）
毎週月・火曜日、28日㈮

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

湖東図書館

５日㈬、７月３日㈬11:00～11:20
15日㈯、22日㈯、29日㈯

　　14:30～15:00
８日㈯15:30から
『上意討ち 拝領妻始末』

　　８日㈯14:00から（128分）
図書館でいきいき脳活！

　　タッチパネル診断や本の紹介な
　ど、認知症の理解と予防に役立つ
　イベントです。
　　14日㈮14：00～15：30

毎週火曜日、28日㈮

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

１日㈯10:30～11:00
８日㈯、22日㈯10:30～11:00　
毎週月・火曜日、28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
ハッチョウトンボ観察会

　　15日㈯10：00～12：00
　　 20人（申込み先着順）

毎週月・火曜日、28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
永源寺ものづくり展

　　永源寺地区にゆかりのある作家
　　の皆さんの作品展
　　16日㈰まで

『2001年宇宙の旅』
　　29日㈯14:00から（139分 /字幕）

毎週月・火曜日、28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
親子で楽しむ木のおもちゃ

　   ‐うごく・つむ・くみたてる‐
　　９日㈰まで

ワークショップ
　　くむんだーであそぼう
　　８日㈯①13:00から、②14:00から
　　　　   ③ 15:00 から
　　 各回30人（申込み先着順）
　　 ３歳～小学生※要保護者同伴

『嵐を呼ぶ男』
　　９日㈰14:00から（100分）

『ジャイアントピーチ』
　　23日㈰14:00から（80分）

毎週月・火曜日、28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

６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131回企画展
すてんしょ～能登川駅130年のあゆみ～
　開業130年を迎える能登川駅。開
業から現在に至るまでの歴史を振り
返ります。

６月19日㈬～７月28日㈰
トンボ観察会
　能登川博物
館 周辺と琵 琶
湖などでトンボ
を観察します。

６月８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）

虫捕り網、かご
猪子山探検隊～夏のきのこ～
　猪子山できの
こを採 集し、ど
んなきのこが生
えているかを調
べます。

７月14日㈰　
　10:00～12:00 （小雨決行）

猪子山登山口（能登川ひばり保育
園前集合）

30人（申込み先着順）
軍手、ビニール袋、雨具（小雨の場合）
６月23日㈰10:00から

毎週月・火曜日、28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.193
　１部は木管アンサンブル「ブーケ・
デ・ノート」の演奏、2 部はみんな
で歌います。

６月13日㈭10:00～11:45 
500円

毎週火曜日、２日㈰

☎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
　東近江スマイルネットが制作した
西堀榮三郎のネパールでの足跡をた
どった特別番組も上映します。

６月16日㈰まで
大人300円、小中学生150円 

　※市民は無料
新着資料展「空への憧れ」
　少年 のころ
から空にあこ
がれた西堀榮
三郎は、晩年、
飛行船や熱気
球の開発を支
援 し まし た 。

「ブイヤント航空懇談会」のメンバー
から寄贈された資料を公開します。

７月21日㈰まで
大人300円、小中学生150円 

　※市民は無料
毎週月・火曜日

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

中路融人記念館

融人とビワイチ！
６月23日㈰まで
大人300円、小中学生150円

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
　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。

７月15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

子ども向け体験型平和学習
平和の学校あかり

「育てて食べよう戦時食①」
６月２日㈰９:30～12:00 
小学６年生～中学３年生
20人（申込み先着順）

第23回企画展示
沖縄戦1945年　滋賀県出身の兵士
がたどった道

６月８日㈯～９月23日㈷
映画上映会

「グレート・ディベーター」（128分）
６月23日㈰13:30から
80人（当日先着順）

毎週月・火曜日、５日㈬～７日㈮

☎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!?」
「中国の動物画」
「吉祥の紋様～近代工芸の精華Ⅳ～」

６月16日㈰まで
大人500円、高校生・学生300円

土曜講座
東近江地域の書画について②

６月８日㈯13:00～14:00
大人500円、高校生・学生300円

毎週月曜日、18日㈫～28日㈮

今月の一冊
『水と祈りの
　近江を歩く』
加藤賢治／著
サンライズ出版
　竹生島などが浮かぶ琵琶湖と、
それを取り囲む 鈴鹿、 比良の
山々。近江の風景はさながら池
泉庭園のようです。その山や里
には、民間信仰と伝承が深く根
づいています。　
　「水と祈りの風景」を宗教民
俗学の研究者が歩いて取材した
記録です。

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

　　　山路川探検隊
　　　 ～川の健康診断～

　能登川
博物館近
くの山路
川で、水
生生物を
つかまえ
て川の水
質を調べ
ます。

７月27日㈯13:30～15:30※雨天中止
能登川博物館（集合）
30人（申込み先着順）

長靴、タオル、魚網
６月29日㈯10:00から

今月の
いち押し

　図書館が取材や編集に関わった地域情報誌「そこら」
の第６号が完成しました。
　今回の見どころは「そこら高校生ライター」による巻
頭特集「東近江市の “ 気になる ” を深掘り！」です。
　市内の高校生７人が高校生ならではの目線で、市内の
気になるところ、興味があるところについて記事を企画し、取材に出掛け、
インタビューや撮影、記事の執筆など全て自分たちで取り組みました。
　「そこら」は各図書館や観光物産課で配布しています。ぜひご覧ください。

地域情報誌「そこら」

　第６号が完成しました！


