聖徳太子像

近江上宮会 蔵

３/16 〜５/８

聖徳太子没後1400年。悠久の歴史に思いを馳せ、
市内にある太子ゆかりの事績などを紹介します。
〒521-1225 滋賀県東近江市山路町2225
開館時間

10:00〜18:00

休館日

TEL：0748-42-6761

IP：050-5801-6761

月・火曜日、３/25 、４/22 、29

入館料

無料

、５/４ 〜６

会期

４/16 〜６/12

４/１ 〜８/21

近江商人たちが残した家訓を紹介。
現代社会に生きるあなたへ、よりよ
い明日へのヒントになる言葉をお届
けします。
※6/14〜17は、展示替えのため休室

空調設備修繕のため、

「新雪浄苑」

令和４年３月31日 まで
臨時休館いたします。

中路融人記念館

「新雪浄苑」大下図

企画展

中路融人の視点ー制作過程からー

４/23 〜６/26

中路融人が残した素描や下絵と本画作品を並べて展示。制作過
程を追うことで見えてくる中路融人の視点に迫ります。

バーチャル展示室QR

〒529-1421 東近江市五個荘竜田町583 てんびんの里文化学習センター内 TEL：0748-48-7101 IP：050-5802-3134
小中学生150円

開館時間 9:30〜17:00（入館は16:30まで）

いとうじゃくちゅう

隠元隆琦書（鶴亭画）
「八十自祝偈」
寛文６年（1666）京都・萬福寺所蔵

春季平常展

顔真卿の書に学ぶ
−館蔵法帖名品選−

観峰館が収蔵している顔真卿（709
〜785）の法帖を特集します。石碑に
刻された楷書体や、手紙の草稿とし
て書かれた行・草書体など、顔真卿
の素朴で力強い書風をお楽しみくだ
さい。本展では、顔真卿が学んだ王
羲之（303？〜361？）や初唐の三大
家、顔真卿に学んだ近世・近代の日
本人書家による法帖もあわせて展示
いたします。

春季平常展

顔真卿の遺伝子

−顔法を受け継いだ人びと−
その独創的で力強い書風のみなら
ず、剛直な人間性も高く評価され
た顔真卿（709〜785）。
「顔法」とも
称される彼の書風に私淑した後世
の人びとの書を、宋人などの拓本
資料や、清朝・民国時代の肉筆作品
で紹介します。顔真卿が後世に与
えた影響力の大きさを実感してく
ださい。

銭灃﹁楷書軸﹂清時代中期

乾隆後期︵１７７０年頃︶

高校生・学生300円

４/14 〜５/８

鬼若丸が巨大な鯉を退治した絵
柄の凧や巨大な鯉を力持ちの金
太郎が捕まえた絵柄の凧などを
展示します。

顔真卿「顔氏家廟碑」唐時代

TEL:0748-48-4141

中学生以下無料

FAX:0748-48-5475

〜60年分の思い出、
あつめました！〜

開催中〜３/31

月・火曜日、国民の祝日、
５/６

300円

１回目 9:30〜12:00
２回目 13:30〜16:00
定
員 各回10人
参 加 費 凧１枚 700円
対
象 ５歳以上から小学生まで
保護者同伴
申込期間 ４月４日 〜
申込方法 ホームページ及び電話で受付

小中学生150円

開館時間

TEL：0748-23-0081

IP：050-5801-1140

9:00〜17:00 （最終入館は16:30まで）
大凧会館HPはこちら

第30回企画展示

巡回展

10年間ふるさと
なみえ博物館 後期

子どもたちが描いた戦争

開催中〜６/12

開催中〜４/10

子どもたちが描いた絵画や作文、写真を通して、戦争に
巻き込まれた子どもたちの姿を紹介します。

４
な人？
今西ってどん
みよう！
絵から探って

東日本大震災で全町避難となった
福島県浪江町の児童らの郷土学習
の取組と、県内の防災についてパ
ネルや防災グッズを紹介します。

上映作品

TEL：0749-45-0011

小中学生150円 ※東近江市民は無料

IP：050-5802-2291
開館時間

10：00〜18：00（入館は17：30まで）

特別開館 ５/３ 、５/４ 、５/５

５

月

休館日

参加費

５/８

月

大人300円

〜聖徳太子の凧を作ろう〜

滋賀県
平和祈念館

南極OB会の協力のもと、南極観測
隊員たちのごはんエピソードを集
め、展示にしました。

令和４年 ３ 月

入館料

親子凧作り教室

休館日 水曜日、第４火曜日、祝日の翌日

南極ごはん

今西錦司は2022年１月６日に生誕120周年を迎えました。記念展
の第一部では、日本画家・下川辰彦による今西錦司の肖像画を
展示し、絵画鑑賞をとおして、登山家・探検家としての今西の活
躍や人柄を紹介します。
〒527-0135 滋賀県東近江市横溝町419

小学生以下対象

入館料 一般300円

今西錦司︵下川辰彦︶

４/20 〜３/31

凧作りコーナー

無料

〒527-0025 滋賀県東近江市八日市東本町３番５号

観峰館HPはこちら

東近江市

西堀榮三郎記念
探検の殿堂

2023

定
員 各回10人
参 加 費 200円
対
象 ５歳以上から小学生まで
保護者同伴
申込期間 ４月４日 〜
申込方法 ホームページ及び電話で受付

300円

建中元年（780）刻

「at lake biwa」 鍛フォージワークス

展（さんかくてん）

１回目 9:30〜10:30
２回目 11:00〜12:00
３回目 13:00〜14:00
４回目 14:30〜15:30

参加費

ヘムスロイドのある暮らし

今西錦司生誕120周年記念展

５/１

CDを使ったコマ、フイル
ムケースを 使ったコマ、
竹を使ったコマの三種類
のコマを作ります。

近 江 聖 徳 太子 公 式 マスコットキャラク
ターを描く凧作り教室です。

コマの絵付け
体験コーナー

ヘムスロイド村開村30周年記念展

「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。
ヘムスロイド村の開村30周年を
記念し、ヘムスロイド村のなりた
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。

コマ作り

聖徳太
します。
凧を展示

ミニ凧作り
体験コーナー

月曜日（祝日の場合は翌火曜日）、資料調査・整理のため2022/４/15 まで休館中

４/30 〜８/28

イベント情報

（木）〜
日
4月28
れた
子が描か

関連イベント

参加費

〒529-1421 滋賀県東近江市五個荘竜田町136
入館料 一般500円

鯉の凧展

駿河凧

公益財団法人
日本習字教育財団

かくてい かつじゃぎょく

また、鶴亭、葛蛇玉そして伊藤若冲
など、黄檗所縁の画家の作品もあ
わせて展示します。

観峰館

黄檗宗の宗祖・隠元隆琦（1592〜
1673）は、臨済宗を中心とする禅宗
寺院に大きな「インパクト」をもた
らしました。この展覧会は、隠元隆
琦禅師没後350年にあたり、東近江
地域の所縁の寺院に伝わる黄檗宗
所縁の書画を展示します。

世界凧博物館
東近江大凧会館

黄檗インパクト

春の展覧会

休館日 月曜（祝日の場合は開館）、祝日の翌日、年末年始（12/28〜1/4） 展示替えによる休館あり

隠元隆琦350年遠諱

休館日

商家の家訓展

入館料 大人300円

春季企画展

企画展

東近江市

聖徳太子
in 東近江

近江商人博物館

近江商人博物館・
中路融人記念館

第141回企画展

滋賀県東近江市の博物館・美術館

瓦屋禅寺 蔵

東近江市

能登川博物館

蓮華文軒丸瓦

「商工格言」

映画上映会
４/24 、５/22
各日13:30〜

５月
「ソローキンの
「グリーンブック」
見た桜」
４月

※毎月１日

午前９時より電話受付開始

毎月１回、戦争や平和をテーマにした映画を上映しています。 ※参加無料、定員あり、事前申込制（先着順）

〒527-0157 滋賀県東近江市下中野町431
入館料

無料

開館時間

9:30〜17:00

休館日

月・火曜日、
５/３ は開館

TEL：0749-46-0300

IP：050-5802-9800

