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図図書書館館
050-5801-1140　 0748-23-1860　

東近江大凧会館

■�2022年特別企画
　日本の凧シリーズ　北信越
　新潟県、長野県、
富山県、石川県、
福井県の凧を紹介
します。
10月27日㈭

　～11月27日㈰
■聖徳太子　こども遊彩画展
10月23日㈰まで
■共通
大人300円、小中学生150円
毎週水曜日、11日㈫、25日㈫

能登川博物館
050-5801-6761 　 0748-42-8123

■猪子山探検隊「秋の植物観察会」�
　猪子山で落ち葉や木の実、キノコ
を採集し、秋の様子を観察します。
10月22日㈯10：00～12：00（雨天中止）
猪子山登山口の鳥居付近集合
筆記用具、軍手、汚れてもよい服装、

ビニール袋、マスクなど
�10月１日㈯10：00申込み開始
５歳以上
20人（申込み先着順）

■秋を染めよう
　秋の植物を採集し、エコバッグに
絞り模様を作って染めます。
11月５日㈯13：30～16：30
能登川博物館
筆記用具、汚れてもよい服装、ビ

ニール袋、マスクなど
�10月15日㈯10：00申込み開始
５歳以上　 500円
10人（申込み先着順）

■埋蔵文化財センター企画展
　「遺跡から見つかった装いの品々」
　遺跡から見つかった装いの品 と々そ
こに込められた思いを紹介します。
10月26日㈬～11月13日㈰
能登川博物館展示室
�毎週月・火曜日、12日㈬、28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（さんかくてん）」第２部
12月28日㈬まで

■追求の先に…美を拓くものたち展
Part10フィナーレ　小宇宙きらめき
の世界
　芸術の秋、お気に入りの作品を見
つけに、ぜひお越しください。
令和５年１月15日㈰まで

■美を拓くものたち展関連イベント
　「作家たちと会える日」
　美を拓くものたち展出品作家による
ギャラリートークを開催します。創作
活動や作品作りについて、作家本人か
ら話が聞けます。19日㈬は、台湾から
の出品作家とのオンライン交流会を行
います。
10月２日㈰、19日㈬13：30
20人程度（当日受付）

■��共通
大人300円、小中学生150円

※市民は無料
�毎週月・火曜日、12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
11月27日㈰まで
大人300円、小中学生150円
�毎週月曜日（10日は開館）、11日㈫

050-5802-3134　 0748-48-7105

近江商人博物館

■商家の美術展
12月11日㈰まで

■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

■共通
大人300円、小中学生150円
毎週月曜日（10日は開館）、11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－」
　レイテ島、ミンダナオ島などの島々
での戦争について、体験談やモノ資
料で紹介します。
12月18日㈰まで
月・火曜日（10日は開館）

☎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」

■�秋季平常展「史実と伝承―学制公
布150年記念展―」
■�秋季平常展「なんだか、かわいい、
中国絵画。」
■共通　　　　　　　　��　　
11月23日㈷まで
大人500円、高校生以上300円
　（中学生以下は無料）
毎週月曜日（10日は開館）、11日㈫

　市内に鍛刀場
を構える刀匠を
はじめとする刀の
プロが、日本刀
の歴史や制作に
ついて語ります。　　
①11月26日㈯13：30～15：45

　②12月３日㈯13：30～15：30
①�てんびんの里文化学習センター
　②�北川鍛刀場（五個荘平阪町）
2,500円�（２回分）
10人（申込み多数の場合は抽選）
10月１日㈯９：30申込み開始
近江商人博物館

050-5801-3134　 0748-48-7105

■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

 10月の 10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

22日㈯、11月２日㈬11：00（約15分）
　 親子５組 （申込み先着順）

毎週土曜日14：30（約15分）
『ゼロの焦点』（邦画）

    　16日㈰、19日㈬14：00（116分）
　  各回15人 （申込み先着順）
 　　 毎週月曜日、11日㈫、28日㈮

050-5801-7007
0748-42-8123能登川図書館

７日㈮、11月４日㈮10：30
毎週土曜日14：30
『サタデー・ナイト・フィーバー』

　　（洋画・字幕）
　　９日㈰14：00（118分） 15人

『じてんしゃにのるひとまねこざる』
　　23日㈰14：00（28分） 15人　

 毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

050-5801-2030
0748-48-6445五個荘図書館

20日㈭10：30～11：00
   １日、８日、15日、29日

　　いずれも土曜日11：00～11：30
 『かもさんおとおり　他』

　　30日㈰10：30（33分）

 毎週月・火曜日、12日㈬、22日㈯、
26日㈬、27日㈭、28日㈮

今月の一冊今月の一冊

『６カ国転校生
　　ナージャの発見』
キリーロバ・ナージャ／著
集英社インターナショナル

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

　両親の仕事のため６カ国で学校
教育を受けた著者が、学校生活を
紹介。筆記用具や机の並べ方、整
列の仕方など、日本では当たり前
のことも他の国では異なります。「ふ
つう」の見方が変わる１冊です。

050-5801-2266愛東図書館

１日㈯10：30～11：00
８日㈯、22日㈯10：30
 毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

050-5801-2300
0749-45-3343湖東図書館

５日㈬11：00～11：20
15日、22日、29日いずれも土曜日

　　14：30～15：00
８日㈯15：30
 『生きる』（邦画）

　　８日㈯14：00（143分）
スウェーデン児童文学パネル展

　リンドグレーン
など、スウェーデ
ンの児童文学作
家たちを紹介す
るパネル展

（提供：スウェー
デン大使館）
　 31日㈪まで

毎週火曜日、10日㈷、28日㈮

050-5801-8050
0748-27-8090永源寺図書館

13日㈭11：00
毎週土曜日11：00～11：30

『誰がために鐘は鳴る』（洋画・字幕）
　　15日㈯14：00（130分）

 毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

050-5802-8342
0748-55-5703蒲生図書館

14日㈮10：30～10：50
 １日、15日、22日いずれも土曜日

　　10：30～11：00
知られざる蔵書票の世界

　蔵書票とは、本の見返しに一枚の
カードを貼って蔵書のしるしとするも
のです。ガリ版伝承館所蔵の古い蔵
書票を展示します。
　 15日㈯～30日㈰

自分だけの蔵書票をつくろう
　 29日㈯10：30～15：00
　 10人（申込み先着順）

 毎週月・火曜日、12日㈬、28日㈮

　能登川図書館にある健康医療情報　能登川図書館にある健康医療情報
コーナー〈バオバブ〉をご存じですか？コーナー〈バオバブ〉をご存じですか？
〈バオバブ〉では、市民一人ひとりの〈バオバブ〉では、市民一人ひとりの
体と心が、生き生きと健康であるこ体と心が、生き生きと健康であるこ
とを願って、健康や医療に関する本とを願って、健康や医療に関する本
約7,500冊を用意しています。「健康」約7,500冊を用意しています。「健康」
や「病気」などで気になること、調や「病気」などで気になること、調
べたいことがあるときには、ぜひ一べたいことがあるときには、ぜひ一
度〈バオバブ〉を利用してください。度〈バオバブ〉を利用してください。

　10月は乳がんの正しい知識や早期　10月は乳がんの正しい知識や早期
発見・早期治療の大切さを伝える「ピ発見・早期治療の大切さを伝える「ピ
ンクリボン月間」です。これにあわせ、ンクリボン月間」です。これにあわせ、
市内各図書館では乳がんを知るため市内各図書館では乳がんを知るため
の本や資料などを設置して、啓発普の本や資料などを設置して、啓発普
及を行っています。また、能登川図及を行っています。また、能登川図
書館では11月13日㈰に関連事業を開書館では11月13日㈰に関連事業を開
催します。詳しくは、能登川図書館催します。詳しくは、能登川図書館
まで問い合わせてください。まで問い合わせてください。

ご存じですか？ご存じですか？

刀剣刀剣のの美美
　鑑賞　鑑賞ののツボツボ
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能登川図書館　 050-5801-7007　 0748-42-8123

10月22日㈯：ふれあい広場のため
10月24日㈪～28日㈮：蔵書点検のため

臨時休館のお知らせ臨時休館のお知らせ臨時休館のお知らせ臨時休館のお知らせ


