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幼児フロアリズム運動教室　参加者募集！

『寄席文字手ならい帖』
著／春亭 右乃香
グラフィック社

江戸時代から縁起のよい文字として
親しまれてきた寄席文字。
筆を持ち、黒く太い字を書きこんで
いく伸びやかな気持ち良さを味わっ
てみませんか。
字の上手下手を問わず、誰もがみん
な楽しめます。

『片腕のキャッチ』
作／M・J・アウク　訳／日当 陽子

フレーベル館
事故で片腕をなくした11歳のノーマ
ン。全てをあきらめそうになるが、
親友レオンの存在と野球への情熱が
折れそうな彼の心をささえる。
マウンドに立ちたい･･･。目標に向
かって、人知れず練習に打ち込むノ
ーマン。彼の夢はかなうのだろうか。

『ほんとのおおきさ恐竜博』
監修／真鍋 真

学研マーケティング
ティラノサウルスやステゴサウル
ス、トリケラトプスなどの顔が実物
大で迫る、恐竜図鑑。
この一冊で、博物館に行った気分に
なっちゃうかも。
大きな本です。お子さんとご一緒に
楽しめます。

問合せ先：長浜図書館（763－2122） 浅井図書館（774－3311） びわ図書館（772－4305)
虎姫図書館（773－2335） 湖北図書館（778－1687） 高月図書館（785－4600）

ホームページhttp://www.library.city.nagahama.shiga.jp/ 携帯電話http://mobile.library.city.nagahama.shiga.jp/

※10月23日(土)は、図書館システムの停電のため、長浜図書館・びわ図書館は臨時休館させていただきます。

◆休館日 ■は休館日です。 長浜・浅井・びわ図書館 【開館時間：10時～19時】 虎姫・湖北・高月図書館 【開館時間：10時～18時】
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図書館だより 図書館だより 
新しく入った本のなかから・・・

本は市内すべての図書館で予約・取り寄せできます。

楽しい音楽にあわせて、元気いっぱい体を動かしてみませんか？
【と　き】11月20日～12月18日　毎週土曜日（全５回）

10時30分～11時30分
【ところ】浅井B&G海洋センター体育館（大依町）
【対　象】市内在住の５～６歳の未就学児
【内　容】音楽体操、リズムあそび、鉄棒、跳び箱、マットなど
【定　員】20人（先着順）
【参加費】2,000円（全５回）
※10月23日(土)より受付を開始します。

第36回　高月文化の集い
10月31日(日)～11月３日（水・祝）
8:30～17:15、高月公民館、(各文化教室、
一般市民らによる作品展示など)

ふれあい広場文化祭
10月31日(日)～11月３日（水・祝）
9:00～20:00、湖北文化ホール、(各文化
団体、教室等の作品展示、11/14(日)9:00
～14:00は舞踊等のステージ発表)

第35回長浜市芸術文化祭写真展
11月1日(月)～12日(金)
8:30～15:00、長浜信用金庫本店、(視覚しょ
うがいを持つ人々による写真が中心の展覧会)

フェスタKINOMOTO’10
木之本ふるさとづくり文化祭
11月3日(水・祝) 9:00～16:30、木之本
スティックホール、(各種団体やグループ
の作品展示や発表)

第12回浅井文化祭
11月3日(水・祝)～７日(日)
9:00～17:00、浅井文化ホール、(文化団
体などによる作品展示、11/7(日)は芸能発
表などを開催)

第14回長濱ゆう歌舞伎
11月5日(金)18:30～21:00、11月6日
(土)17:00～18:30、長浜文化芸術会館、
入場料：500円※６日は無料、(一般市民
参加の歌舞伎公演)

児童ミュージカル
11月6日(土)14:30～15:30、びわ文化学
習センター、(「青い鳥」を題材にしたミ
ュージカル)

よご文化祭
11月６日(土)～７日(日)
9:30～17:00、余呉文化ホール、(文化団
体などによる作品展示、11/7(日)は芸能発
表などを開催)

長浜花道会　秋の花道展
11月６日(土)～７日(日)
10:00～17:00※最終日16時まで、長浜文
化芸術会館、(各流派による秋の花道展)

2010写真・押し花作品展
11月10日(水)～14日(日)
11:00～17:00、長浜公民館、(写真、押
し花作品の展示、11/14セミナー開催)

ＭＯＡ美術館湖北児童作品展
11月12日(金)～14日(日)
9:00～17:00、びわ文化学習センター、
(小学生の絵画作品を展示します)

第22回定期演奏会
11月14日(日)14:00～16:00、長浜文化
芸術会館、(ギターとマンドリンの合奏)

第９回第４日曜写生会会員作品展
11月15日(月)～12月5日(日)10:00～18:00
※最終日は14:00まで、プラザふくらの森、
(水彩、油絵、日本画などの作品展示)

みんなでconcerto 長浜音楽祭2010
11月20日(土)～11月21日（日）
13:00～16:00、長浜文化芸術会館、入場
料：300円（中学生以下は無料）、(器楽と
声楽の発表会)

第52回長浜文学祭
11月21日(日)、長浜市民交流センター、
応募料：1,000円、(公募による文芸作品
の発表と表彰など)

伊香美術展覧会
11月21日(日)～11月23日(火・祝)9:00～
17:00※最終日は12:00まで、木之本運動
広場「体育館」、(旧伊香郡の在住在勤者対
象の展覧会)

史蹟探訪俳句会
11月23日(火・祝)10:00～13:30、泉町
会館、(大河ドラマに関係の姉川を散策し、
資料館を見学し、句会を催します)

西黒田文芸同好会句歌の会発表会
11月26日(金)8:30～16:00、西黒田公民
館、(俳句、誌句、情歌の各２巻の朗読発
表をします)

フォークソングの集い
11月28日(日)13:30～15:30、長浜公民
館、参加費：800円 (生伴奏でフォークソ
ングを歌いましょう)

第８回おはなしフェスティバル
11月28日(日) 13:00～14:30、びわ文化
学習センター、(童話などを大スクリーン
に投影したり、大型絵本を作成してのお話、
ピアノ伴奏などＢＧＭあり)

光粋流剣舞歌謡舞道
～長浜だから舞夢ロマン～
11月28日(日)13:30～15:30、養蚕の館、
(１年間の成果発表会、日本文化のすばら
しさにふれてください)

第３回湖北（こーほく）歌合戦
12月４日(土)17:00～、曳山博物館、入場
料：1,000円、(湖北で活動している音楽
団体と一緒に、歌、楽器をとおして舞台を
創る音楽ライブ)

人形浄瑠璃冨田人形定期公演
12月5日(日)13:30～16:00、びわ文化学習セ
ンター、入場料：1,000円、(びわ地区の富田
に伝わる人形浄瑠璃「冨田人形」の公演。)

浅井音楽祭
12月5日(日)13:00～16:00、浅井文化ホ
ール、(各音楽サークル〈器楽・声楽〉に
よる成果発表会)

合唱団「輝らりキッズ」第21回定期演奏会
12月5日(日)14:00～16:00、長浜文化芸
術会館、入場料：500円※中学生以下200
円、(愛唱歌、ミュージカル「青い鳥」の
曲を中心に歌います)

長浜バイオ大学吹奏楽部
第７回定期演奏会
12月12日(日)、長浜文化芸術会館、(映画
音楽や有名なジャズなど、誰もが楽しめる
ような演奏会)

長浜市舞台芸術交流祭
12月12日(日)木之本スティックホール、
19日(日)長浜文化芸術会館、13:00～
16:00、(12日は木之本で、19日は長浜を
会場にした舞台芸能の発表会)

■申 浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター（7７４－３３５５）

■問 長浜文化芸術会館
(7６３－７４００)

―第40回滋賀県芸術文化祭参加事業―

第35回長浜市芸術文化祭行事
11月・12月開催事業　

※費用の標記がない
行事は無料

図書館まつり2010－10月24日(日)～11月20日(土)－
～図書館、新発見！使い方は無限大！～

※他にも、箏コンサートやクイズ、スペシャルおはなし会など、楽しいイベントがいっぱいです！

第１部　講　演「抱きしめてBIWAKO」
【講　師】今関 信子さん(児童文学作家)
第２部　図書館利用の達人に学ぶ発表大会！
「図書館の本を使ってこんなことができました！」
【と　き】11月20日(土)

第１部　13時30分～　第２部　15時～
【ところ】長浜図書館（朝日町）
【定　員】40人
【対　象】どなたでも
【申込み】10月16日(土)10時より、市内の図書館

にて、電話･カウンターで受付けます。

大人の部―高校生以上の人が対象
【と　き】10月30日(土)、11月6日(土) 13時30分～16時
【ところ】虎姫図書館
【定　員】15人
子どもの部―幼稚園以上の子どもが対象
(小学生低学年以下は保護者同伴)
【と　き】10月24日(日) 13時30分～15時30分
【ところ】湖北図書館（湖北町速水）
【定　員】15組
共通事項
【申込み】10月16日(土)10時より、市内の図書館にて、電話･

カウンターで受付けます。

☆絵本づくり教室☆暮らしに役立つ講演会＆
テーマブックフェア2010 全２回

リサイクルブックフェア 10月24日(日)～11月20日(土)【ところ】浅井図書館
※取り置きや電話での問合せ
は応じられません。


