
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

19:30～ 市体育協会総会 市役所別館 スポーツ課　0748-24-5674 0505-801-5674

～6日 みんな来い！来い！「鯉の凧展」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

～12日 花フェスタ2013in愛の田園コンテスト作品募集 あいとうマーガレットステーション 愛の田園振興公社　0749-46-1110 0505-801-1110

～26日 商家に伝わる武者人形めぐり 五個荘近江商人屋敷４館ほか 観光物産課　0748-24-5662 0505-801-5662

～26日 てんびんの里市民ギャラリー「岡　浩暉　切り絵の世界」 てんびんの里文化学習センター てんびんの里文化学習ｾﾝﾀｰ　0748-48-7100 0505-801-7100

～6月9日 企画展「地球一周　紋切の旅」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

～6月23日 春季企画展「こころのふる里を描く・中路融人展」 近江商人博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

2 木

10:00～ ほか２回 自律型ロボットのお試し体験 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

～31日 てづくりコーナー　子どもの日編Part2 てんびんの里文化学習センター てんびんの里文化学習ｾﾝﾀｰ　0748-48-7100 0505-801-7100

伊庭の坂下し祭り（繖峰三神社山頂を12:00出発） 繖峰三（さんぽうさん）神社(伊庭町34番地)

14:00～ 「こころのふる里を描く・中路融人展」中路融人画伯ギャラリートーク 近江商人博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

5 日 9:45～ 東近江大凧まつり　願い札貼り 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

6 月 10:00～15:00 芝生ふれあいデー（芝生エリアの無料開放） 布引グリーンスタジアム 布引グリーンスタジアム　0748-20-1230 0505-802-8801

7 火 19:30～21:00 第2回ミニ東近江大凧づくり講習会（～17日まで　水・日除く） 東近江大凧会館別館 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

8 水 9:30～13:00 春の遠足（４歳児：きぬがさ公園　５歳児：観峰館） さくらんぼ幼児園　0748-48-3998 0505-801-3998

9 木 19:30～ 東近江市自治会連合会総会 八日市商工会議所 まちづくり協働課　0748-24-5623 0505-801-5623

10 金 ～6月2日 ものづくり展 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 0505-801-8050

10:00～12:00 論語素読講座（前期）第2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

13:30～ メダカ探検隊 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

12 日 8:45～14:00 東近江市ディスコン大会 布引運動公園体育館 スポーツ課　0748-24-5674 0505-801-5674

13 月

14 火 9:00～ 保育参加 能登川第二幼稚園 能登川第二幼稚園　0748-45-0538 0505-801-0538

9:30～ 春の遠足（ひばり公園まで） 湖東ひばり保育園 湖東ひばり保育園　0749-45-0028 0505-801-0773

9:50～11:20 老人クラブとふれあい運動会 めじろ保育園 めじろ保育園　0748-42-4320 0505-801-4320

9:30～11:00 ４・５歳児親子交通安全教室 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 0505-801-2132

19:30～ 東近江市子ども会連合会総会 市役所別館　大ホール 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

17 金 19:30～21:00 市民と議会の意見交換会 市内３会場 議会事務局　0748-24-5680 0505-801-5680

9:30～ 東近江市地域活動支援補助金公開プレゼンテーション（市民公益活動支援） 市役所別館 まちづくり協働課　0748-24-5623 0505-801-5623

19:30～21:00 市民と議会の意見交換会 市内３会場 議会事務局　0748-24-5680 0505-801-5680

～26日 花フェスタ2013in愛の田園コンテスト作品展示 あいとうマーガレットステーション 愛の田園振興公社　0749-46-1110 0505-801-1110

8:30～14:00 てんびんの里ふれあいウォーク2013 五個荘中央公園スタート 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 0505-801-2737

10:00～ 花フェスタ2013in愛の田園コンテスト表彰式 あいとうマーガレットステーション 愛の田園振興公社　0749-46-1110 0505-801-1110

10:30～ ノルディックウォーク教室 布引グリーンスタジアム 布引グリーンスタジアム　0748-20-1230 0505-802-8801

13:00～ ミニ東近江大凧コンテスト糸目付け（事前説明会・飛揚指導） 布引小学校体育館・グラウンド 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

13:30～16:00 紋切り体験教室 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

20 月

21 火

14:00～ 東近江市防災会議 市役所別館　大ホール 防災危機管理課　0748-24-5617 0505-801-5617

19:30～ さわやか環境づくり協議会総会 市役所３階　３Ａ会議室 生活環境課　0748-24-5633 0505-801-5633

13:30～16:00 東近江市民生委員児童委員協議会総会 五個荘コミュニティセンター 東近江市社会福祉協議会　0748-20-0555 0505-801-1125

19:30～ 伊庭の里湖づくり協議会総会 能登川支所別館　大会議室 生活環境課　0748-24-5633 0505-801-5633

10:00～10:15 避難訓練（火災） さくらんぼ幼児園 さくらんぼ幼児園　0748-48-3998 0505-801-3998

19:30～21:00 市民と議会の意見交換会 市内３会場 議会事務局　0748-24-5680 0505-801-5680

9:00～ 人権のまちづくり協議会総会 愛東支所 人権課　0748-24-5621 0505-801-5621

10:00～17:00 ART　GALLERY　ヘムスロイド2013（26日もあり・16:00まで） ことうヘムスロイド村

10:00～15:00 いちにのさんっ!!第１回活動「仲間づくり」 湖東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

13:30～16:00 東近江市青少年育成市民会議八日市支部総会 市役所別館　大ホール 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

17:30～20:00 東近江大凧まつり歓迎レセプション クレフィール湖東 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

9:20～ 東近江大凧まつり　※雨天の場合は6月2日（日）に延期 ふれあい運動公園 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

9:30～、13:30～ 平成25年度科学探検隊ココロボ教室開講式 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

27 月

28 火

9:00～11:30 ＰＴＡ救命講習 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 0505-801-2132

9:30～ 東近江ブロック交流研修会（観光ボランティア） あかね文化ホール 観光物産課　0748-24-5662 0505-801-5662

10:00～ 東近江・愛知地区防犯自治会総会 愛東コミュニティセンター 総務課　0748-24-5600 0505-801-5600

13:30～15:30 五個荘コミュニティセンター講座　楽学アカデミー開講式（サンドブラスト体験） 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

9:30～ 食べ残しゼロ啓発劇 八日市幼稚園 八日市幼稚園　0748-22-0276 0505-801-0276

19:00～ 能登川地区文化協会　あじさいまつり「ダンスパーティーの夕べ」 能登川コミュニティセンター 能登川地区文化協会 0505-802-2793

平成２５年５月　主な行事予定【東近江市】
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※「行事予定表」は平成25年4月25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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