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図図書書館館
050-5801-1140　 0748-23-1860

東近江大凧会館

■鯉の凧展
　鬼若丸が巨大な
鯉を退治した絵柄
や力持ちの金太郎
が巨大な鯉を捕ま
えた絵柄の凧を展
示します。

４月14日㈭～５月８日㈰
大人300円、小中学生150円

■体験教室「コマ作り」
　三種類のコマを作ります。

５月１日㈰
①9：30～10：30　②11：00～12：00
③13：00～14：00  ④14：30～15：30

200円
■親子凧作り教室
　～聖徳太子の凧を作ろう～

５月８日㈰
①9：30～12：00　②13：30～16：00

700円
■共通

５歳から小学生まで（保護者同伴、
保護者は家庭で１人まで）

各回10人 
申込みフォームまたは電話

申込み用アドレス http://oodako.net/
４月４日㈪から（先着順）

毎週水曜日、26日㈫

050-5802-3134　 0748-48-7105

近江商人博物館

■商家の家訓展
　近江商人の家には、家業を守るた
め、子や孫へ伝えた家訓が残ってい
ます。現代の生きるヒントを紹介しま
す。

８月21日㈰まで
大人300円、小中学生150円

毎週月曜日

能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123

■第141回企画展
　聖徳太子in東近江
　聖徳太子没後1400年。
悠久の歴史に思いを馳

は

せ、市内にある太子ゆ
かりの事績などを紹介
します。

５月８日㈰まで
毎週月・火曜日、22日㈮、29日㈷

■ 春季企画展
　「隠

いんげんりゅうき

元隆琦350年遠
お ん き

諱 黄
おうばく

檗インパクト」
　隠元禅師350年遠諱の節目に、東近
江地域所縁の寺院の所蔵品を通して、
その影響を探ります。

■ 春季平常展
　「顔

が ん し ん け い

真卿の書に学ぶ
　　　　　　ー館蔵法帖名品選－」 
　「顔真卿の遺伝子
　　  －顔法を受け継いだ人びと－」
■ 共通

４月16日㈯～６月12日㈰
大人500円、学生300円 （高校生以上）

毎週月曜日

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

■ 第30回企画展示
　「子どもたちが描いた戦争」
　当時の子どもたちが描いた絵や体
験談を通して、戦争
の時代を生きた子ど
もたちを紹介します。

６月12日㈰まで
毎週月・火曜日

050-5802-2291　 0749-45-3556

西堀榮三郎記念探検の殿堂

■今西錦司生誕120周年記念展
「△展（さんかくてん）」

　日本画家・下川辰彦による今西錦
司の肖像画を展示し、絵画鑑賞を通
して、登山家・探検家としての今西の
活躍や人柄を紹介します。

４月20日㈬～令和５年３月31日㈮
■  ヘムスロイド村開村30周年記念展

「ヘムスロイドのある暮らし」
　「ヘムスロイド」は、スウェーデン
語で「家庭の手工芸」を意味します。
開村30周年を記念し、ヘムスロイド
村の成り立ちや活躍中の作家たちを
数々の作品とともに紹介します。

４月30日㈯～８月28日㈰
■  共通

大人300円、 小中学生150円
　※市民は無料

 毎週月・火曜日、29日㈷

050-5801-0207　 0748-55-3898

あかね文化ホール

■うたの花束
　ピアノの生演奏に合わせて懐かし
の名曲をみんなで楽しく歌います。

４月27日㈬10：00開演 （９：30開場）
50人 （当日先着順）
700円

毎週火曜日

■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 ４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 今月の今月の
いち押し
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。
　※費用の記載がないものは、無料です。

050-5801-1515
0748-24-1323八日市図書館

23日㈯11：00から 
　 親子５組 （申込み先着順）

毎週土曜日14：30～14：45
 『息子』（邦画）

    　24日㈰、27日㈬14：00から（121分）
　 各回15人
　 １日㈮10：00から （申込み先着順）

 毎週月曜日、22日㈮、29日㈷

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

６日㈬ 11：00～11：20
16日㈯、23日㈯、30日㈯

　　14：30～15：00
９日㈯15：30から

 『幸福の黄色いハンカチ』（邦画）
　　９日㈯14：00から（108分）

毎週火曜日、22日㈮、29日㈷

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

21日㈭10：30から
毎週土曜日11：00から
  『バーバパパのおんがくかい』

　　24日㈰10：30から（26分）
 毎週月・火曜日、22日㈮、29日㈷

050-5801-2266愛東図書館

２日㈯10：30～11：00
９日㈯、23日㈯10：30から
 毎週月・火曜日、22日㈮、29日㈷

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

８日㈮10：30～10：50
２日㈯、16日㈯11：00～11：30

        23日㈯10：30～11：00
 毎週月・火曜日、22日㈮、29日㈷

050-5801-8050
0748-27-8090永源寺図書館

14日㈭11：00から
毎週土曜日11：00～11：30
 『阿弥陀堂だより』（邦画）

　　 16日㈯14：00から（128分）
 毎週月・火曜日、22日㈮、29日㈷

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

１日㈮10：30から
毎週土曜日14：30～15：00
  『さくら　夢よ、咲け。』（邦画）　

　　10日㈰14：00から（109分）
　 15人

  『ごきげんなライオン』　
　　24日㈰14：00から（22分）
　 15人

 毎週月・火曜日、22日㈮、29日㈷

今月の一冊今月の一冊

　北国に実在する一本の桜。その
蕾
つぼみ

がほころぶのは日本で最も遅い
５月下旬。「わたしがさく日はわた
しがきめる」今年も桜は、青空の
もと花びらを開きました。「さくら 
らら」「さく ららら」耳を澄ますと
桜の木の声が聞こえてきます。

『さくららら』　
　升井純子／文
　小寺卓矢／写真　アリス館

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）

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

 中路融人の視点 中路融人の視点

　  －制作過程から－　  －制作過程から－

　スケッチや下絵
など、制作過程の
中で生まれた資料
から中路融人の表
現に対する視点に
せまります。

４月23日㈯～
　６月26日㈰

大人300円、小中学生150円
中路融人記念館
050-5802-3134　 0748-48-7105

毎週月曜日

隠
元
隆
琦
書
（
鶴
亭
画
）

「
八
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自
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偈
」
寛
文
６
年
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６
６
）

歯の健康づくりに役立つ本を歯の健康づくりに役立つ本を
             寄贈いただきました！             寄贈いただきました！

　このたび、一般社団法人湖東歯科医師会から歯の健康に関
する子ども向けの本を寄贈いただきました。寄贈いただいた
本は、市内図書館で利用できます。ぜひご覧ください。
　４月18日㈪は、「よい歯の日」です。ぜひこの機会に本を読
んで、歯の健康づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。


