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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

５日㈬、22日㈯、３月４日㈬
　　11:00～11:30

毎週土曜日14:30～15:00
ブックトーク「子どもと一緒に、絵

　　本のある暮らしを楽しみませんか？」
　　３月７日㈯
　　①10:30～11:30、②13:30～14:30
　　　①０歳から２歳の子どもと保護者
　　　②３歳から就学前の子どもと保護者
　　　各回20組 （申込み先着順）

毎週月曜日、11日㈷、23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から
毎週月・火曜日、12日㈬、23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
『マドレーヌといぬ』

　　16日㈰10:30から（25分）
毎週月・火曜日、12日㈬、23日㈷

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

永源寺図書館

27日㈭11:00から
毎週土曜日11:00～11:30
『たそがれ清兵衛』

　　15日㈯14:00から（129分）
毎週月・火曜日、12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
『ふたり』

　　９日㈰14:00から（149分）
  『のばらの村のものがたり

　　雪の日のパーティー』
　　23日㈷14:00から（25分）

毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

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

湖東図書館

５日㈬、３月４日㈬11:00～11:20
15日㈯、22日㈯、29日㈯ 14:30～15:00
８日㈯15:30から
『お茶漬の味』

　　８日㈯14:00から（115分）
野菜づくりのコツと裏技

        ～春・夏野菜編～
　　 講師：寺元和矢さん（農文協） 
        ３月１日㈰14:00～15:30
　　 30人 （申込み先着順）
　　 ２月７日㈮ 10:00から受付

毎週火曜日、12日㈬、23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
ラトビアの手しごと展

　　バルト三国のひとつ、ラトビアの
　　暮らしが伝わる手しごとの雑貨
　　と写真を展示します。
　　２月15日㈯～３月21日㈯

毎週月・火曜日、12日㈬、23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

 ２月の ２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

　
ミニ企画展

「南極の建築技術 - 宇宙基地への扉」
２月８日㈯～５月2４日㈰
大人300円、 小中学生150円

　※市民は無料
梅棹忠夫生誕100周年記念展

「探検家・梅棹忠夫が遺したもの - 探
検家の殿堂」

２月22日㈯
　～６月14日㈰

大人300円、 
　小中学生150円
　※市民は無料

毎週月・火曜日、12日㈬

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

中路融人記念館

木々の装い - 融人が描いた木のかたち -　
　自然のありのままを描きとめた中
路融人。
　今回は、伸び伸び
とした木々の姿や構
図のおもしろさに焦
点をあてた19点を展
示します。

３月22日㈰まで
大人300円、小中学生150円

３日㈪、12日㈬、17日㈪、25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.201
　１部は「和楽器unit月の船」、「びわ
湖お鯰様倶楽部」による演奏 、２部
はみんなで歌います。

２月13日㈭10:00～11:45 
500円

毎週火曜日（11 日㈷は開館）、
12日㈬、16日㈰、17日㈪

☎0748-48-4141　 0748-48-5475
観峰館

冬季企画展
「藤野正観の仕事展」

　東近江市出身の仏
絵師 藤野正観さんの
画歴50周年記念展で
す。

「ふるはし美
み ど り

鳥アート展」
～ネコとゼンタクルⓇ～
　幻想的な人物画からネコアートま
で展示します。

「商家に伝わるひな人形めぐり」
　観峰館では、昭和中期の段飾りの
ひな人形を中心に展示します。　

２月８日㈯～３月15日㈰
大人500円、高校生・学生300円

抹茶をたてて飲んでみよう
　講師：坪田操さん 

２月23日㈷
　13：00～14：00、14：30～15：30

各回15人 （申込み先着順）
300円 （和菓子付き）

１日㈯～７日㈮、12日㈬、17日㈪、
25日㈫

能登川博物館
☎0748-42-6761　 050-5801-6761 

0748-42-8123

能登川中学校卒業制作展
　能登川中学校３年生の卒業を記念
した美術作品を展示します。

２月29日㈯～３月８日㈰
春を染めよう
　春の植物を使っ
て染め物体験をし
ます。

３月７日㈯
　13:30～16:00

10人（申込み先着順）
300円

ゴム手袋、エプロンなど汚れてもよ
い服装

２月15日㈯ 10:00から受付
毎週月・火曜日、28日㈮

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

東近江大凧会館

特別企画「鬼の凧・福の凧」
　鬼が描かれた凧と福助の凧を展示
します。

２月16日㈰まで
大人300円、小中学生150円

ひな人形の凧展
　ひな祭りに合わ
せて、男びな、女
び な、 三 人官 女、
五人ばやしなどが
描かれた和紙に竹の骨組みが取り付け
られた「ひな人形の凧」を展示します。

２月20日㈭～３月15日㈰
大人300円、小中学生150円

毎週水曜日、25日㈫

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

滋賀県平和祈念館

映画上映会
「花へんろ特別編  春子の人形」 （90分）

２月23日㈷13：30から
80人 （当日先着順）

毎週月・火曜日（11日㈷、24日㉁
は開館）

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

八日市図書館はより使いやすくなりました！八日市図書館はより使いやすくなりました！
改修工事期間中はご理解とご協力をいただきありがとうございました。

商家に伝わる商家に伝わる
　　ひな人形めぐり　　ひな人形めぐり

　江戸時代後
期から昭和初
期までの各時
代のひな人 形
を展示します。
　東近江市出身の藤井志満子さんが
製作した市松人形の小さな着物や巾
着などの和小物なども紹介します。
　全国各地の素朴な郷土玩具のおひ
なさまやひなのままごとセットもお楽
しみください。

２月８日㈯～３月15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

３日㈪、12日㈬、17日㈪、25日㈫

ぜひ、八日市図書館へ
お越しください。

今月の一冊今月の一冊

『ラトビアの
  手編みミトン』　　
中田早苗／著　
誠文堂新光社

　寒い冬、そっと手を温めてくれる
ミトン。ラトビアのミトンは伝統的
な文様が編みこまれ、家によってそ
れぞれの柄が伝えられています。
　編み方以外にも、色鮮やかなミト
ンが映えるラトビアの美しい自然
や街並みも紹介されています。

　絵本作家きうちかつさんによる
工作などのワークショップです。　
２月29日㈯ 14:00～15:30
　　八日市図書館
　　小学生以上
    　15人 （申込み先着順）
３月１日㈰ 10:30～12:30
　　五個荘図書館
　　４歳以上の子どもと保護者
    　10組 （申込み先着順）

きうちかつさんとあそぼ！きうちかつさんとあそぼ！

授乳室 多目的トイレ

風倒木


