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11月3日（水・祝）
文化ゾーンフェスティバル

秋の文化やアートを楽しめる
イベントをたくさん開催するよ！散
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Xびわこ文化公園

散策マップ

■09・■10 詳細・申込方法は公園HPへ
https://www.seibu-la.co.jp/

park/biwakobunka/
TEL 077-543-5831

https://shiga-mc.sakura.ne.jp/
TEL 077-548-9681

■11 申込不要（当日先着順）
詳細・休止の案内は図書館HPへ
https://www.shiga-pref-library.jp/
TEL 077-548-9691　

■01〜■08（ただし■07申込先は中面）
詳細・申込方法は美術館HPへ
https://www.shigamuseum.jp/
TEL 077-543-2111

滋賀県埋蔵文化財センターびわこ文化公園管理事務所 滋賀県立図書館滋賀県立美術館

「アートにどぼん！2021」
全体のお問い合わせは
滋賀県立美術館まで。

＜公共交通機関をご利用の場合＞
JR琵琶湖線「瀬田駅」下車（京都駅から普通電車で約17分）

バス「滋賀医大」行にて「文化ゾーン前」下車（瀬田駅から約10～15分）

＜自家用車をご利用の場合＞
新名神高速道路「草津田上インター」から約5分

※できるだけJR・バス等の公共交通機関をご利用ください。
※お身体の不自由な方は、東駐車場有人ゲートから公園内に乗り入れできます。

滋賀県立美術館

滋賀県立図書館

滋賀県
埋蔵文化財
センター

ア
ク
セ
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感染症
対策

新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください！
・各施設での手指消毒および体温測定
　（当日37.5℃以上の発熱や咳、頭痛などの症状がある場合は参加をご遠慮ください）
・公園内でのマスクの着用（乳幼児と着用できない方を除きます）

Illustration : atelier minori ／ Design : takecomai Co., Ltd.

各プログラムに関するお申し込み・お問い合わせは各施設までお願いします。

新型コロナウィルス感染拡大状況等により予定しているイベントが延期・中止となる
可能性があります。最新の情報は、各施設のホームページ等でご確認ください。

滋賀県立美術館

各プログラムに関するお申し込み・お問い合わせは各施設までお願いします。

2021

びわこ文化公園
びわこ文化公園
びわこ文化公園

（美術館 & 図書館& 公園　

& 埋蔵文化財センター）（美術館 & 図書館& 公園　

& 埋蔵文化財センター）で開催！

今年から今年から
糸口は、「きっかけ」のこと。

公園の中のあちこちを探検して

「美の糸口」を見つけよう！

@びわこ文化公園月〜 月
週末や祝日を中心に開催10 12

2021年2021年

『アートにどぼん！』は、

滋賀県立美術館が呼びかけて

びわこ文化公園内の施設や

県内各地の団体・作家さんと一緒に

提供するワークショップシリーズです。

≡美術館次世代育成サポーター≡

https://shiga-mc.sakura.ne.jp/

センター

びわこ文化公園
びわこ文化公園
びわこ文化公園
びわこ文化公園
びわこ文化公園今年から今今今今年年年年かかかからららら



石や葉っぱなどからどんな「声」が聴こえてくるかな？
その「声」を表現して、「声」が詰まったアートな箱をつくるよ！
＊「ボイスオーバー 回って遊ぶ声」展を鑑賞します。

［対象］ 小・中学生とその保護者　［実施］ 滋賀県立美術館

自然あそびの達人・しまっち（島川武治さん）と季節で
うつりかわる公園の自然を楽しみながらふれてみよう！

［対象］ どなたでも（1歳以下無料）
［実施］ びわこ文化公園管理事務所

木製コマに色づけし、オリジナルコマをつくります。
色づけしたらコマ回しに挑戦！
子どもも大人も思わず夢中！

［対象］ どなたでも ［実施］ びわこ文化公園管理事務所

木や小枝を使って小さなサンタのお家をつくるよ。
公園の森の木にかざってみよう！
＊美術館は休館期間中です。

［対象］ 4歳～小学生とその保護者　［実施］ 滋賀県立美術館

ステージイベントや人権啓発ブースの設置の他、
公園内の施設でワークショップなどもするよ！　＊雨天中止

建築家ユニットのドットアーキテクツがやってくる！
どんなアートな時間になるんだろう？！お楽しみに☆
＊「ボイスオーバー 回って遊ぶ声」展を鑑賞します。

［対象］ 小・中学生とその保護者　［実施］ 滋賀県立美術館

キャンバスに油絵の具で本格油絵に挑戦しよう。
どんな作品ができるかな？
＊「野口謙蔵生誕120年展」を鑑賞します。

［対象］ 小・中学生とその保護者　［実施］ 滋賀県立美術館

おうちにある空きビンに、色とりどりのガラスやビーズを接着♪
あかりできらめくキャンドルホルダーをつくります。

［対象］ 小学生以上（保護者同伴で３歳以上参加可）
［実施］ナガハマグラスフェス実行委員会

からだで楽しむ「アートゲーム」、はかせと一緒に「展示室めぐり」、
かわいい「ありがとうカードづくり」がたのしめるよ。

［対象］ 未就学児とその保護者（小学生のきょうだいも一緒に参加可）
［実施］ 滋賀県立美術館

図書館職員によるおはなし会。
絵本・紙芝居の読み聞かせ、
手遊びなどで楽しい時間を
過ごしてみませんか。

［対象］ 乳幼児とその保護者
［実施］ 滋賀県立図書館

線にそって紙を切って折るだけで、立体的な動物や昆虫に！
講師の実演もお楽しみに。何ができあがるでしょう～！

［対象］ 小学生以上（保護者同伴で未就学児も参加可）
［実施］ ｍ-fat（モファ） 野路井 邦充

伸びる布やかわいいパーツを組み合わせて、
世界にひとつのオリジナルロゼット（勲章）をつくろう！

［対象］ 小学３年生以上 （保護者同伴で未就学児以上も参加可）
［実施］ 宇野 裕美 （造形作家）

注 　小学生以下のお子さまは保護者と一緒にご来場ください。　 ※1 保護者の方は観覧料が必要です　※2 つくるコマの種類で参加費が異なります

たいけんびじゅつかん

モノの声を聴いてつくろう！

11月6日（土）

13:00~15:30

参加費 300円 ※1

事前申込 10/1～10/25受付
定員 15名 （申込多数の場合は抽選）

これが 「かみわざ」

10月10日（日）各回30分

① 14：00〜 ② 14:45〜 ③ 15：30〜

参加費 無料

事前申込 9/25～10/7受付
定員  各回10名 （申込多数の場合は抽選）

けんりつとしょかん

おはなし会
10月15日（金）＆1 1月19日（金）＆12月17日（金）
1 1:00~11:15 参加費 無料 定員 各回4組 当日先着順

しまっちと
しぜんとあそぼ！秋編

11月23日（火・祝）

9:30~12:00

参加費 300円

事前申込 11/1～受付
定員 20名 （申込先着順）

昔あそび広場

コマをつくってあそぼう
12月26日（日）各回30分

① 10：00〜 ② 11:00〜

③ 13：30〜 ④ 14:30〜

参加費 400~500円 ※2

事前申込 12/1～受付　　定員  各回5名 （申込先着順）

青空たいけんびじゅつかん

サンタのお家をつくろう！
12月25日（土）各回90分

① 10：00〜 ② 13:30〜

参加費 100円

事前申込 11/1～12/13受付
定員  各回5組 （申込多数の場合は抽選）

びわこ文化公園で
同期間中に開催！

10月16日（土）

10：00〜15：00

参加無料・申込不要

［問い合わせ］
滋賀県人権施策推進課
☎077-528-3533

たいけんびじゅつかん

ドットアーキテクツwithキッズ

10月30日（土）

13:00~15:30

参加費 無料 ※1

事前申込 10/1～10/18受付
定員 15名 （申込多数の場合は抽選）

はじめてアートであそぼ！

10月23日（土）

13:30~15:30

参加費 無料 ※1

事前申込 10/1～10/11受付
定員 10組 （申込多数の場合は抽選）

ストレッチ布でロゼットづくり
11月7日（日）各回90分

① 10：30〜 ② 13:30〜

参加費 1,000円

事前申込 10/1～10/25受付
定員  各回10名 （申込多数の場合は抽選）

たいけんびじゅつかん

油絵に挑戦！

12月11日（土）

13:00~16:00

参加費 800円 ※1

事前申込 11/1～11/29受付
定員 15名 （申込多数の場合は抽選）

空きビンで
キャンドルホルダーをつくろう♪
12月18日（土）＆19日（日）各回90分

① 10：30〜 ② 13:30〜 ③ 15：30〜

参加費 無料

事前申込 11/1～受付
定員  各回8組 （申込先着順）

［申込方法］ 電話にて以下まで。
黒壁体験教室  アートにどぼん！係
☎0749-65-1221
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線にそって紙を切って折るだけで、立体的な動物や昆虫に！

かみわざ」

③ 15：30〜

（申込多数の場合は抽選）

おうちにある空きビンに、色とりどりのガラスやビーズを接着♪
あかりできらめくキャンドルホルダーをつくります。

参加可）

これが 「かみわ

どんなアートな時間になるんだろう？！お楽しみに☆

滋賀県立美術館

キャンバスに油絵の具で本格油絵に挑戦しよう。
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申込方法はウラ面をみてね！

３つのワークショップに
参加してスタンプを集めると、
すてきな缶バッチをプレゼント！

2021
10〜12月

『文化の秋』がやってきた！

びわこ文化公園で、アートなものづくりや

自然と文化を楽しく体験しよう●
|J


