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図図書書館館
☎0748-24-1515

050-5801-1515
0748-24-1323

八日市図書館

４日㈬、26日㈭ 11:00～11:30
　　　東近江市子育て支援センター

毎週土曜日14:30～15:00
毎週月曜日、年末年始

☎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
『最後の億萬長者』

　　14日㈯14:00から（91分 /字幕）
冬のスペシャルおはなし会

        ８日㈰14:00~15：00
展示「本の森の動物たち

　　～しんぶんしアニマルアート展～」
        18日㈬～１月23日㈭

毎週月・火曜日、年末年始

☎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
『名もなく貧しく美しく』

　　８日㈰14:00から（112分）
  『グリンチ』

　　22日㈰14:00から（105分）
大石芳野写真展「長崎の痕

きずあと

　　- それでも、ほほえみを湛
た た

えて、
　　生きる -」
　　12月15日㈰まで

大石芳野講演会「戦禍の記憶」
　　12月7日㈯14:00～16:00
　　 60人 （申込み先着順）

毎週月・火曜日、年末年始

19日㈭ 10:30～11:00
７日㈯、14日㈯ 11:00～11：30
『ホーリークリスマス』

　　22日㈰10:30から（30分）
近江鉄道写真展

　　～身近に潜む世界の絶景３～
　　８日㈰まで

冬のおはなし大会
　　21日㈯10:30～11：30　
　　 ３歳以上の子どもと保護者

毎週月・火曜日、年末年始

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

湖東図書館

４日㈬11:00～11:20
21日㈯、28日㈯ 14:30～15:00
14日㈯15:30から
『用心棒』

　　14日㈯14:00から（110分）
毎週火曜日、年末年始

☎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

        21日㈯10:30～11:00
展示「本の森の動物たち

　　～しんぶんしアニマルアート展～」
　　12月14日㈯まで
　　※最終日は17:00まで

毎週月・火曜日、年末年始

☎0749-46-2266
050-5801-2266愛東図書館

７日㈯10:30～11:00
14日㈯、28日㈯10:30から
マーガレットのひと足はやいクリ　

　　スマスおはなし会（絵本の読み　
　　語り、ハンドベル演奏など）
　　８日㈰10：00～11:30
　　　愛東コミュニティセンター和室
　　 ３歳から小学６年生まで

毎週月・火曜日、年末年始

☎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

12月の12月の 博物館・文化施設博物館・文化施設催しガイド催しガイド

☎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

Part7 
◆美を拓くものたち関連企画
・マーケット市友好40周年記念展 「極」
・鶴房健蔵展「湖彩」

12月28日㈯まで
　※12月28日㈯は、15:00まで

大人300円、 小中学生150円
　※市民は無料
　※マーケット市友好40周年記念展
　　「極」は無料で鑑賞できます。
南極ゆうびん-昭和基地の郵便局-２

12月28日㈯まで
大人300円、小中学生150円

　※市民は無料
毎週月・火曜日、29日㈰～１月３日㈮

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

企画展
「中国の人物画」、「瓦

が と う

当～中国古代
の造形美～」

１月19日㈰まで
大人500円、高校生・学生300円

冬の音楽イベント
　「温暖化るてっと」によるラテン風
味の音楽をお楽しみください。

12月８日㈰13：30~15：30
前売券800円（電話予約可）

　当日券1,000円
毎週月曜日、27日㈮～１月６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.199
　１部はフルートとピアノ （アンサン
ブル音花）の演奏、２部はみんなで歌
います。

12月12日㈭10:00～11:45 
500円

毎週火曜日、22日㈰、29日㈰～１月
３日㈮

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

近江商人博物館

ミュージアムガイド （基礎編）募集中！
　近江商人の歴史や文化を伝える
ミュージアムガイドを募集していま
す。学芸員や観光ボランティアガイド
が講師となり基礎編（全３回）を受講
いただきます。
　博物館と来館者、地域と世界をつ
なぐ架け橋として活躍してみませんか。
    １月17日㈮10：00~12：00
　※２回目以降の日時など、詳しく
　は問い合わせてください。
　10人（申込み先着順）

毎週月曜日、28日㈯～1月４日㈯

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

東近江大凧会館

〝たのしさいっぱい”クリスマスの凧と絵本
　サンタクロース、トナカイ、雪だる
ま、ベル、星、
プレゼント箱
などの凧と絵
本を展示しま
す。

12月23日㈪まで
大人300円、小中学生150円

親子凧作り教室
～子

ねずみ

の干支凧を作ろう～
　親子で令和２年の干支である「子」
の絵を描いた凧を作ります。

１月５日㈰９：00～12：00　
４歳以上の子どもと保護者
25組（申込み先着順） 500円

大凧を年賀状にお使いください！
　来年の干支である「子」の絵が描
かれた大凧のスタンプと２畳敷きサ
イズの凧を設置します。スタンプの
押印や大凧を撮影して年賀状に利用
してください。（イラストはホームペー
ジからダウンロードできます。http://
oodako.net/）

12月27日㈮まで
毎週水曜日、24日㈫、28日㈯～１月

２日㈭

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761 

0748-42-8123

能登川南小学校成果発表展
　能登川南小学校５、６年生が総合
的な学習で取り組んだ「地域の水環
境学習」「ふるさと能登川大発見」
の成果を展示します。

12月19日㈭～27日㈮
　※27日㈮は、12：00まで
冬の民具体験～唐

と う み

箕・石臼体験～
　 ソバの実を
唐箕で選別し、
石臼でひいて、
ソバ 打ち体 験
をします。

12月21日㈯13：30～15：30
15人（申込み先着順）
材料費300円
エプロン、三角巾、大きめのボウル、

飲み物、お箸
12月１日㈰10：00から

毎週月・火曜日、29日㈰～1 月４日㈯

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

滋賀県平和祈念館

映画上映会
「ザ・ハント ナチスに狙われた男」 
（135分）

12月22日㈰13：30から　
80人 （当日先着順）

毎週月・火曜日、25日㈬～１月7日㈫

今月の一冊今月の一冊

『きよしこ』
重松　清／著　
新潮社
　話すことが苦手な少年は、クリ
スマスソングで知った「きよしこ」
に会いたかった。きっと、なんで
も話せる友達になってくれる。けれ
ど、願いは叶わないままクリスマス
が近づいて…。
　寒い季節に心がほっと温まる小
説をどうぞ。

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

今月の今月の
いち押し
いち押し

新聞紙でできた動物たちが大集合！新聞紙でできた動物たちが大集合！

本の森の動物たち～しんぶんし アニマルアート展～

　犬や猫、フクロウやライオンにチーター、そして龍まで！新聞紙アーティストの
なんめんよしこさんによって作られたさまざまな動物たちが、図書館にやってきま
す。すべて新聞紙で作られた動物たちは、今にも動き出しそうなほど本物そっくり。
　新聞紙の動物たちに会いに、ぜひ図書館に遊びに来てください。
　　　12月14日㈯まで （14日㈯は、17:00まで）　　 蒲生図書館
　　　12月18日㈬～１月23日㈭　  　永源寺図書館 年末年始年末年始の休館日の休館日

12月29日㈰～１月４日㈯

親子凧作り教室親子凧作り教室

サンタクロースの凧を作ろうサンタクロースの凧を作ろう

　親子でサンタクロース
の形をした凧を作ります。

12月22日㈰
　９：00～12：00

500円
４歳以上の子どもと

保護者
25組（申込み先着順）
東近江大凧会館　☎0748-23-0081
050-5801-1140　 0748-23-1860


