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図書館
050-5802-3134　 0748-48-7105

近江商人博物館

■長者番付から見る近江商人
　江戸末期から昭和初期にかけて
発行された各種番付を紹介します。　
近江商人が掲載された長者番付も注
目です。
11月29日㈰まで
大人300円、小中学生150円

■刀剣の美鑑賞のツボ
　日本刀の制作過程や鑑賞のポイン
トについて、刀剣界の最高賞である
高松宮記念賞を2年連続で受賞した
北川正忠刀匠と刀剣鑑賞のプロがお
話しします。鍛刀場見学もあります。

講師 ： 北川正忠刀匠、村井信夫さん
（日本美術刀剣保存協会京都府支部常任理事）
１回目：11月14日㈯13：30～15：30

　２回目：11月28日㈯13：00～15：30
１回目：てんびんの里文化学習センター

　２回目：北川正忠鍛刀場 
　　　　（五個荘平阪町）
県内在住で初めて受講する人

　※全２回とも参加できる人
10人
11月３日㈷まで（抽選制）
１回目：500円、２回目：2,000円
毎週月曜日、４日㈬、 24日㈫

050-5801-1140　 0748-23-1860

東近江大凧会館

■2020年特別企画 関東の凧シリーズⅠ
　茨城県・栃木県・群
馬県・埼玉県・千葉
県の凧を紹介します。
11月23日㈷まで
 大人300円、小中学
生150円
毎週水曜日、24日㈫

050-5802-2291　 0749-45-3556

西堀榮三郎記念探検の殿堂

 ① ミニ企画展「金環日食－西堀青年も
見たのか？　第二部」
11月８日㈰まで
大人300円、小中学生150円

　※市民は無料
② 「追求の先に…美を拓くものたち」展 
　Part8
　美を追求する21
分野67人の作家によ
る美術展覧会です。
③ 美を拓くものた
ち関連企画

　「個展　中島陽子の書の世界」
　書家・中島陽子の作家遍歴を数々
の作品とともに追う個展です。
②③共通
12月20日㈰まで
大人300円、 小中学生150円

　※市民は無料。７日㈯・８日㈰は、
　　「関西文化の日」のため無料
毎週月・火曜日、４日㈬

050-5802-3134　 0748-48-7105

中路融人記念館

■作品名でひもとく中路融人の世界
　作品名によく用いられる 「湖」や 
「朝」などの言葉を集め、中路融人が
表現する世界観に迫ります。
 12月20日㈰まで
大人300円、小中学生150円
毎週月曜日、４日㈬、 24日㈫

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

■第27回企画展示
   「戦争と教師たち
　－学校・子どもたち・戦場－」
11月７日㈯～令和３年２月21日㈰

★学芸員による展示説明会
11月14日㈯・15日㈰13：30
20人　※要申込
毎週月・火曜日

050-5801-0207　 0748-55-3898

あかね文化ホール

■音楽の散歩道　Vol.203
　１部：フルートとピアノの演奏
　　　   『出演　山岡奈緒美　堀美耶子』
　２部：なつかしの名曲を鑑賞
11月12日㈭10：00～11：45（9：45開場）
500円
 毎週火曜日（ただし、３日は開館）、
４日㈬、 16日㈪

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

■開館25周年秋季企画展
　「耄

もうてつ

耋ってニャンだ！？
　　－吉祥の願いー」

■平常展示
　「館蔵中国書画小品展」
　「小坂奇石の折帖手本」
11月23日㈷まで
 大人500円、高校生・
学生300円
毎週月曜日（ただし、

　　23日㈷は開館）

■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

書館館
 11月の 博物館・文化施設催しガイド 今月の

いち押し

　※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、催し内容は変更される可能性があります。
　　 市ホームページまたは各館などへの問い合わせにより、事前に確認してください。

毎週土曜日14：30～14：45
『故

こきょう

郷』（邦画）
　　 29日㈰14：00から（97分）
　 15人
　 １日㈰10：00から（申込み先着順）
毎週月曜日、３日㈷、24日㈫、27日㈮

050-5801-8050
0748-27-8090永源寺図書館

毎週土曜日11：00～11：30
 展示「良い夜いコンサート」

　 ７日㈯18：15から（申込み先着順）
 展示「木の温かみにふれる」
東近江市産材を使った机やおも
ちゃなどの作品展

　 12日㈭～26日㈭
毎週月・火曜日、４日㈬、27日㈮

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

７日㈯、21日㈯11：00～11：30
 『じてんしゃにのるひとまねこざる』

　　29日㈰10：30から（28分）
 ワークショップ・子どもアートキャラ
バン「光る深海の世界をつくろう！」
県立近代美術館の学芸員による
ワークショップ。遮光した部屋に
ブラックライトで光る海の中の世
界をみんなで作ります。

　 ８日㈰13：30～15：30　 200円
　 15人 （申込み先着順）
　 ５歳以上の子どもと保護者
毎週月・火曜日、４日㈬、27日㈮

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

21日㈯、28日㈯14:30～15:00
14日㈯15：30から
 『バグダッド・カフェ』（洋画・字幕）

　　14日㈯14：00から（91分）
毎週火曜日、４日㈬、23日㈷、27日㈮

050-5801-2266愛東図書館

14日㈯、28日㈯10：30から
毎週月・火曜日、４日㈬、27日㈮

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

毎週土曜日14：30～15：00
 『ミセス・ダウト』（洋画・字幕）

　　８日㈰14：00から（127分）
　　 15人

 『スヌーピーは名探偵』
　　22日㈰14：00から（25分）
　　 15人

 写真展「大西暢夫の仕事～いの
ちとくらしをみつめて～」

　　22日㈰まで
 毎週月・火曜日、４日㈬、25日㈬～
27日㈮

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

７日㈯、14日㈯11：00～11：30
        28日㈯10：30～11：00
毎週月・火曜日、４日㈬、８日㈰

今月の一冊

　江戸から明治のはじめ、五個
荘には国内有数の充実した教育
がありました。一人一人の子ども
に合わせたきめ細やかな教育は
後に多くの近江商人を輩出。と
りわけ女子教育の実践は、全国
でも先進的なものでした。

『近江商人の魂を
育てた寺子屋』
～ 川島俊蔵の教え

に学ぶ～

中野正堂／著　法藏館

各館の事業を記号で表しています。
：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

近江商人の魂を

050-5801-1515
0748-24-1323八日市図書館

　つるや木の実など
を採取し、あなただけのオリジナル
リースを作ります。
11月29日㈰13：30～16：00
15人
300円（実費）
軍手、剪

せんてい

定ばさみ、持ち帰り用箱など
11月７日㈯10:00から（申込み先着順）
能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123　
 毎週月・火曜日、４日㈬、25日㈬
～27日㈮

オリジナル
　　   リース作り

県の凧を紹介します。

能登川図書館から蔵書点検のお知らせ

　能登川図書館では、下記の期間、蔵書点検のため休館します。ご
不便をおかけしますが、期間中は、市内のほかの図書館をご利用く
ださい。
　臨時休館期間　11月23日㈷～27日㈮
蔵書点検ってなに？
　蔵書点検とは、図書館で所蔵している本などが決められた場所にあ
るかどうか、行方不明になっていないかを、一冊ずつ点検する作業のこ
とです。
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