
東近江市役所（0748-24-1234、0749-46-2100　IP：0505-801-1234）

東近江市広報課（0748-24-5611　IP：0505-801-5611）

日 曜 時　間 行 事 お よ び 概 要 場  所 連 絡 先 ＩＰ電話

8:30～ 第9回東近江市民駅伝競走大会 布引グリーンスタジアム スポーツ課　0748-24-5674 0505-801-5674

9:30～11:30 「環境美化の日」一斉清掃 能登川地区愛知川河川敷 廃棄物対策課　0748-24-5636 0505-801-5636

10:00～12:00 包む・折る・おもてなし てんびんの里文化学習センター 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

10:00～15:00 健康フェア2013（健康づくりコーナー、健康チェックコーナーほか） ショッピングプラザアピア１階セントラルコート 健康推進課　0748-24-5646 0505-801-5646

13:10～15:00 健康フェア2013（人形劇、こころの健康づくり講演会） ショッピングプラザアピア４階アピアホール 健康推進課　0748-24-5646 0505-801-5646

13:30～16:15 協働のまちづくりフォーラム 愛東コミュニティセンター まちづくり協働課　0748-24-5623 0505-801-5623

～27日 夢ひろがるタコとメルヘンの世界 東近江大凧会館別館 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

～28日 生誕100年記念「描くよろこび　見るよろこび　塔本シスコ展」 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 0505-801-1515

～1月19日 重伝建選定15周年記念特別展「拡がる　凛としたまちなみ」 近江商人博物館 文化財課　0748-24-5677 0505-801-5677

2 月 13:30～ 民生委員児童委員退任式並びに委嘱状伝達式 あかね文化ホール 社会福祉課　0748-24-5644 0505-801-5644

3 火 9:30～11:00 もちつき（4・5歳児） 湖東ひばり幼児園 湖東ひばり幼児園　0749-45-0028 0505-801-0773

9:00～11:30 もちつき（老人クラブの方と一緒にもちつき） 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 0505-801-2132

9:30～11:00 もちつき（0～3歳児） 湖東ひばり幼児園 湖東ひばり幼児園　0749-45-0028 0505-801-0773

9:00～12:00 もちつき さくらんぼ幼児園 さくらんぼ幼児園　0748-48-3998 0505-801-3998

9:30～12:00 もちつき 能登川第二幼稚園 能登川第二幼稚園　0748-45-0538 0505-801-0538

9:00～ 布引小学校6年生が大凧作り　※13日も開催 布引小学校 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

10:00～12:00 親子ふれあい広場「クリスマス会」 中野コミュニティセンター 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

10:30～11:30 美を拓くものたち「ギャラリートーク」　講師：垣見真由美氏（日本画） 西堀榮三郎記念探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 0505-802-2291

13:00～ 箕作小学校6年生が2畳サイズ大凧揚げ 箕作小学校グラウンド 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

9:00～12:00 伊庭内湖ヨシ刈り 伊庭町金毘羅神社周辺集合 生活環境課　0748-24-5633 0505-801-5633

13:30～ 近江商人講座　時習庵「人を育てる。立身出世に必要な条件」 てんびんの里文化学習センター 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

13:30～ 第６回東近江市青少年育成大会 ショッピングプラザアピア４階アピアホール 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

13:30～ 女子力UP講座最終回「手作りお菓子でティータイム　閉校式」 五個荘コミュニティセンター 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 0505-801-2737

13:30～15:00 八日市地区まちづくり協議会講演会「認知症を知ろう」 八日市コミュニティセンター 八日市コミュニティセンター　0748-23-4120 0505-801-1141

14:00～ いしいしんじトークイベント「シスコ大好き」（塔本シスコ展関連イベント） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 0505-801-1515

10:30～ 岡田健太郎クリスマスコンサート 愛東図書館 愛東図書館　0749-46-2266 0505-801-2266

13:30～16:00 科学探検隊ココロボ「サッカーをしよう！」お試し体験　※15日も開催 西堀榮三郎記念探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 0505-802-2291

9 月

9:00～ 市議会本会議（一般質問） 市役所３階議場 議会事務局　0748-24-5680 0505-801-5680

19:10～20:30 いのちと人権を考えるセミナー てんびんの里文化学習センター 人権課　0748-24-5621 0505-801-5621

19:30～ 2014年祝新成人「20畳敷東近江大凧」完成予定日 東近江大凧会館別館 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

～15日 市文化団体連合会　文化展 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

11 水 9:00～ 市議会本会議（一般質問） 市役所３階議場 議会事務局　0748-24-5680 0505-801-5680

9:00～ 市議会本会議（一般質問） 市役所３階議場 議会事務局　0748-24-5680 0505-801-5680

9:30～11:15 おたのしみ会（ベルなでしこさんとクリスマス会） 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 0505-801-2132

13 金 10:00～11:00 お楽しみ会（歌や劇の出し物、サンタクロースの登場） さくらんぼ幼児園 さくらんぼ幼児園　0748-48-3998 0505-801-3998

8:30～ 防災シニアリーダー養成講座 人と防災未来センター（神戸市） 防災危機管理課　0748-24-5617 0505-801-5617

10:00～ 市文化団体連合会　芸能発表会 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

10:00～11:45 男女共同参画リーダー養成講座　第４回（テーマ：在宅介護） 市役所別館中ホール 男女共同参画課　0748-24-5624 0505-801-5624

10:00～12:00 論語素読講座（後期）３回目 てんびんの里文化学習センター 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

10:00～14:00 いきいき子ども塾「クリスマス・うきうきクッキング」・お楽しみ会 中野コミュニティセンター 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

13:00～ オリジナルリース創り 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

8:30～ 第9回東近江市民体育大会　バスケットボール 湖東体育館ほか スポーツ課　0748-24-5674 0505-801-5674

9:00～12:00 親子凧作り教室「サンタクロースの凧づくり」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

17:00～ 2013Lighting Bell in NOTOGAWA点灯式（点灯は23日まで、毎日17:30～） 林中央公園 （一社）能登川地区まちづくり協議会 0505-802-2793

16 月 13:30～15:30 楽学アカデミー第７回「お正月に向けた寄せ植え講座」 八日市南高校 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 0505-801-2737

17 火 13:30～15:30 消費者セミナー「終活について考えてみよう～相続と遺言ってどうするの～」 市役所別館大ホール 市民生活相談課　0748-24-5619 0505-801-5635

18 水 14:00～ 塔本賢一ギャラリートーク（塔本シスコ展関連イベント） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 0505-801-1515

19 木 13:30～15:30 成人学級　さざなみ学級「ミニ門松づくり」 八日市コミュニティセンター 八日市コミュニティセンター　0748-23-4120 0505-801-1141

9:30～ 市議会本会議（閉会日） 市役所３階議場 議会事務局　0748-24-5680 0505-801-5680

午前中 市立小中学校終業式 各学校 学校教育課　0748-24-5671 0505-801-5671

13:30～ 冬の民具体験～唐箕（とうみ）と石臼体験～ 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

14:00～ スペシャルおはなし会 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 0505-801-8050

14:00～16:00 歌声喫茶「ぴーちくパーク」 てんびんの里文化学習センター 五個荘地区まちづくり協議会　0748-48-7303 0505-801-7303

14:30～ 冬のおたのしみ会 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 0505-801-1515

10:45～ 蒲生スマートインターチェンジ開通記念行事　※開通は12:00 蒲生スマートＩＣ（木村町地先） 広域事業推進課　0748-24-5566 0505-802-9541

13:30～15:30 冒険遊び場「はらっパーク」 五個荘中央公園 五個荘地区まちづくり協議会　0748-48-7303 0505-801-7303

23 月

24 火

25 水 14:00～16:50 教育研究所研究発表大会・講演会 八日市文化芸術会館 教育研究所　0749-45-3738 0505-802-3274

26 木

27 金 17:30～ 市役所仕事納め式 市役所１階ロビー 秘書課　0748-24-5615 0505-801-5615

28 土 20:00～ 東近江市消防団年末特別警戒激励式　※特別警戒は30日まで 市役所東庁舎駐車場 防災危機管理課　0748-24-5617 0505-801-5617

29 日

30 月

31 火

日

6

土

土

※「行事予定表」は平成25年11月26日現在で作成しています。作成後に変更になる場合がありますので、必要に応じて連絡先までご確認ください。

イベントや催しは、主催者の都合で中止、延期等になる場合があります。日時等詳しいことについては、直接,主催者へお問い合わせください。　定員がある場合は申込が必要です。
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