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図図書書館館 能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123

■猪子山探検隊「タカの渡り」 
　猪子山山頂付近で、南へ渡ってい
くタカを観察します。
９月17日㈯9：00～12：00（雨天中止）
猪子山山頂（北向岩屋十一面観音前）
筆記用具、双眼鏡、雨具、マスクなど
�９月１日㈭10：00から
５歳以上
20人程度
�毎週月・火曜日、21日㈬、23日㈷

050-5802-2291　 0749-45-3556

西堀榮三郎記念探検の殿堂

��■�今西綿司生誕120周年記念
　「△展（さんかくてん）」第２部
12月28日㈬まで
大人300円、�小中学生150円

　※市民は無料
■展示関連イベント「地図の愛し方、
教えます！」
　山登りの必須アイ
テムである地図の使
い方や面白さに触れ
るワークショップで
す。どなたでも参加
できます。
９月24日㈯13：00～16：00
10人程度（先着順）
�毎週月・火曜日、21日㈬、23日㈷

050-5802-9800　 0749-46-0350

滋賀県平和祈念館

■第31回企画展示「戦死者8,843名　
フィリピンの戦場Ⅱ　－レイテ島、ミ
ンダナオ島などの島々－」
　最も多くの県民が犠牲となったフィ
リピンの戦争について紹介します。
12月18日㈰まで

■映画上映会「サラの鍵」
９月25日㈰13：30
９月１日㈭９：00
月・火曜日（19日は開館）

050-5801-1140　 0748-23-1860　

東近江大凧会館

■�『チャレンジ “ 大凧 ”』参加者募集
　将来の担い手を発掘するため、東
近江大凧後継者養成プロジェクトとし
て、８畳敷大凧作り教室を開催します。
市内小学５・６年生
10月から１月の期間中10日間
20人　 1,000 円
10月２日㈰から

■～聖徳太子～こども遊彩画展
　日本画家垣見真由美さんが遊彩画
で市内の聖徳太子ゆかりの社寺を紹
介します。
９月29日㈭

　～10月23日㈰
大人300円　

　小中学生150円
毎週水曜日、

　　20日㈫、27日㈫

050-5802-3134　 0748-48-7105

中路融人記念館

■中路融人と日本画展のあゆみⅠ
　中路融人記念館開館以前、近江商人
博物館では、毎年現代日本画家の作品
展を開催していました。中路作品と共
に、日本画展のあゆみを紹介します。
９月17日㈯～11月27日㈰
大人300円、小中学生150円
�毎週月曜日（19日は開館）、20日㈫

050-5802-3134　 0748-48-7105

近江商人博物館

■商家の美術展
　今年生誕150年を迎える山元春

しゅんきょ
挙など、

近江商人ゆかりの美術作品を紹介します。
９月23日㈷～12月11日㈰

■善く学び、共に生きるために
－東近江の教育・福祉遺産をたずねて
－第３期
10月23日㈰まで
大人300円、小中学生150円
毎週月曜日（19日は開館）、20日㈫

☎0748-48-4141　 0748-48-5475

観峰館

■�秋季企画展「清
しんちょう

朝文
ぶんじん

人の書画」
　館蔵資料から、文を拠りどころに
官僚となって政治を支配し、知識人
として文化を牽引した清朝文人の書
画を選び出し、その魅力に迫ります。

■�秋季平常展「史実と伝承―学制公
布150年記念展―」
　今年は、「学制」が公布されて150
年の節目になります。それを記念して、
当館所蔵の国語・歴史教科書の特集
展示をします。
■�秋季平常展「なんだか、かわいい、

中国絵画。」
　小さな動物や鳥などを描いた中国
絵画を紹介します。展示室に並ぶ、な
んだか「かわいい」中国絵画をお楽し
みください。
■共通　　　　　　　　��　　
9月17日㈯～11月23日㈷
大人500円、高校生以上300円

　（中学生以下は、無料）
毎週月曜日（19日は開館）、20日㈫

　10 回目の開催
となる本展 覧会
は今年フィナーレ
を 迎 えま す。309
点に込められら
た思いを感じに、
ぜひお越しくださ
い。

9月17日㈯～令和５年１月15日㈰
大人300円、 小中学生150円

※市民は無料
西堀榮三郎記念探検の殿堂

050-5802-2291
0749-45-3556

 毎週月・火曜日、21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

 9月の 9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対策のため、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合せにより、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

24日㈯、10月５日㈬11：00 
　 親子５組 （要申込み）

毎週土曜日14：30（約15分）
『グレン・ミラー物語』（洋画･吹き替え）

    　25日㈰、28日㈬14：00（96分）
　  各回15人 （申込み先着順）

 図書館へ行こう！スタンプラリー
　 18日㈰まで
　 ３歳～小学６年生

 図書館で「いきいき本の元気便
健康プラス」体験イベント

　健康に暮らす秘訣を保健師から聞
いたり、脳を活性化する音読を体験
したりできます。
　  16日㈮10：40～12：00
　 20人（申込み先着順）
 　　 毎週月曜日、20日㈫、23日㈷

050-5801-2266愛東図書館

３日㈯10：30～11：00
10日㈯、24日㈯10：30
 毎週月・火曜日、21日㈬、23日㈷

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

２日㈮、10月７日㈮10：30
毎週土曜日14：30
 『鞍馬天狗　御用盗異変』（邦画）

　　11日㈰14：00（94分） 15人
『14ひきのやまいも』

　　25日㈰14：00（28分） 15人　
 毎週月・火曜日、21日㈬、23日㈷

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

15日㈭10：30
   3日、10日、24日いずれも土曜日
11：00
のりものいっぱいおはなし会

　 17日㈯10：30～11：30
　 15人（申込み先着順）

 ぶるんぶるん　はしる・ならぶ　　
木のくるま展

　 24日㈯まで
じぶんだけの木のおもちゃをつくろう

　木のおもちゃに色を塗る工作をします。
　 9月4日㈰10：30～11：30
　 自分で色塗りができる人
　 10人（申込み先着順）

 『ふしぎなおたまじゃくし　
他』

　　25日㈰10：30（23分）
 毎週月・火曜日、21日㈬、23日㈷

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

７日㈬11：00～11：20
17日㈯、24日㈯14：30～15：00
10日㈯15：30
 『愛情物語』（洋画・字幕）

　　10日㈯14：00（117分）
毎週火曜日、19日㈷、23日㈷

050-5801-8050
0748-27-8090永源寺図書館

８日㈭11：00
毎週土曜日11：00～11：30

『少年』（邦画）
　　17日㈯14：00（97分）
  スタンプラリー
　　「きんぎょはどこ？」
　 ４日㈰まで

 毎週月・火曜日、21日㈬、23日㈷

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

９日㈮10：30～10：50
 ３日、17日、24日いずれも土曜日

　　10：30～11：00
 毎週月・火曜日、21日㈬、23日㈷

今月の一冊今月の一冊

『ＭＯＯＮＳＨＯＴＳ
   宇宙探査50年をとらえた
　　　　　 奇跡の記録写真』
ピアーズ・ビゾニー／著　玄光社

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

　　ののくるま展くるま展
　片山文三さん（五個荘小幡町）が廃材を利用して作られた、木の自動車を
展示します。座席やドアミラーなど、細かな部品も木を切り出して表現。
形だけでなく、木目のつなぎ目も対称になるよう工夫されています。館内に
は実際に触って走らせることができる自動車のコーナーもあります。ぜひ
来館してください。

９月２４日㈯まで　※月・火曜日、21日㈬・23日㈷は休館
五個荘図書館

　かつて、月面に立った宇宙飛行
士たちは、自ら多くの写真を撮り残
してきました。９月10日は十五夜。
真ん丸の月の下、彼らの写真とと
もに、宇宙を目指す人類の歴史を
振り返ってみませんか。

追求の先に…追求の先に…
　美を拓くものたち展　美を拓くものたち展
　　　Part10フィナーレ　　　Part10フィナーレ
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