
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～ 東近江市地域活動支援補助金公開ヒアリング（まちづくり協議会活動支援） 市役所別館　大ホール まちづくり協働課　0748-24-5623 0505-801-5623

9:00～ 能登川地区文化協会　あじさいまつり（コンサート・歴史講演会ほか） 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

13:30～ 緑のカーテン（ゴーヤ育成）モニターに対する講習会・ゴーヤ苗配布 市役所正面玄関前 生活環境課　0748-24-5633 0505-801-5633

13:30～ 女子力ＵＰ講座開講式・第１回講座（アロマテラピー） 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

19:30～ ホタル観察会 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

～2日 さつき・盆栽展（五個荘地区文化協会所属団体による展示会） 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

～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

9:00～ 市民体育大会　ビーチボール 湖東体育館 東近江市体育協会　0748-24-5674 0505-801-5674

9:00～ 能登川地区文化協会　あじさいまつり（芸能発表会ほか） 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

9:00～ 能登川地区文化協会　あじさいまつり（囲碁・将棋大会） やわらぎホール 能登川地区文化協会 0505-802-2793

9:00～10:30 ごみゼロ（530）大作戦 佐久良川市子橋周辺 廃棄物対策課　0748-24-5636 0505-801-5636

～16日 てんびんの里市民ギャラリー　全日本写真連盟能登川支部写真展 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

3 月

4 火 10:00～11:00 みつくり保育園4歳児との交流 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 0505-801-2132

5 水 13:30～15:10 成人学級　さざなみ学級　開講式「地球温暖化防止出前講座」 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

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

7 金

10:00～15:00 本町パサージュ2013　アートが街にやってくる 八日市本町商店街 八日市まちかど情報館　0748-23-4528 0505-802-8083

10:20～12:00 東近江市『じんけん』のまちづくり講座（第1回　テーマ：いのち） てんびんの里文化学習センター 人権課　0748-24-5621 0505-801-5621

13:30～16:00 市青少年育成市民会議総会 市役所別館 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

8:45～ 市民体育大会　陸上 布引グリーンスタジアム 東近江市体育協会　0748-24-5674 0505-801-5674

9:00～ 市民体育大会　剣道 布引体育館 東近江市体育協会　0748-24-5674 0505-801-5674

9:00～ 市民体育大会　テニス ひばり公園テニスコート 東近江市体育協会　0748-24-5674 0505-801-5674

9:30～ いきいき子ども塾「50年森であそぼう」 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 0505-802-2311

10:00～14:00 伊庭内湖外来魚駆除釣り大会 能登川水車とカヌーランド周辺 伊庭の里湖づくり協議会　0748-24-5633 0505-801-5633

10:30～ 市民体育大会　少林寺拳法 蒲生体育館 東近江市体育協会　0748-24-5674 0505-801-5674

13:30～16:00 自律型ロボットで黒線上を走らせるプログラムをつくろう！　※23日もあり 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

10 月

11 火 10:00～ 八日市野幼稚園・つつじ保育園幼保一体化施設整備工事　起工式 八日市野幼稚園隣地 幼児施設課　0748-24-5625 0505-801-5625

～7月14日 大西暢夫写真展「津波の夜に　3.11の記憶」 能登川博物館　ギャラリー 能登川図書館　0748-42-7007 0505-801-7007

～7月14日 大西暢夫写真展「ぶた　にく」 八日市図書館集会室 八日市図書館　0748-24-1515 0505-801-1515

13 木 10:00～11:00 プール開き（五個荘南幼稚園） さくらんぼ幼児園 さくらんぼ幼児園 0505-801-3831

14 金 9:30～ カニつかみ（建部幼稚園と八日市幼稚園5歳児の交流） 建部幼稚園 八日市幼稚園　0748-22-0276 0505-801-0276

9:30～ PTA主催親子レクリエーション　クイズウォークラリー・探検遊び 河辺いきものの森 八日市幼稚園　0748-22-0276 0505-801-0276

10:00～11:30 東近江市『じんけん』のまちづくり講座（第2回　ワークショップ） 愛東コミュニティセンター 人権課　0748-24-5621 0505-801-5621

10:00～15:00 東近江よかよかまつり あかね文化ホール 障害福祉課　0748-24-5640 0505-801-5640

10:00～、13:30～ ストーリーテリング（おはなし）連続講座 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 0505-801-1515

～7月14日の土・日 コトナリエ イルミネーション飾りつけ作業 ひばり公園 東近江市商工会湖東支部　0749-45-2571 0505-801-2571

～平成26年1月19日 写真で見る昭和基地の今、昔 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

9:00～ 市民体育大会　ソフトテニス ひばり公園テニスコート 東近江市体育協会　0748-24-5674 0505-801-5674

9:00～ 市民体育大会　柔道 布引体育館 東近江市体育協会　0748-24-5674 0505-801-5674

9:30～12:00 市子ども会連合会　指導者研修会 愛東支所　会議室 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

17 月 ～19日 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

18 火 19:00～ 東近江市民大学　開講式・第1講座（講師：井村裕夫学長） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

13:30～ 能登川水車塾　開講式 能登川コミュニティセンター 能登川コミュニティセンター　0748-42-3200 0505-801-3200

13:30～15:00 さわやかセミナー開講式　記念講演（講師：冨田正敏氏） 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 0505-802-2311

20 木 9:30～ 4歳児乙女浜交流 乙女浜憩の家 能登川第二幼稚園　0748-45-0538 0505-801-0538

21 金 9:00～13:00 5歳児日赤交流 能登川第二幼稚園 能登川第二幼稚園　0748-45-0538 0505-801-0538

9:30～15:00 いちにのさんっ!!第2回活動「ミニ運動会」 ウェルネス八日市 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

10:00～11:30 東近江市『じんけん』のまちづくり講座（第3回　テーマ：同和問題） 市役所別館　大ホール 人権課　0748-24-5621 0505-801-5621

13:30～15:30 「私の思い2013」（小・中学生、青年による意見発表会） 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

14:00～ 大西暢夫講演会「往き交う命」 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 0505-801-7007

23 日 13:10～15:30 男女共生フォーラム（事例発表・講演会） てんびんの里文化学習センター 男女共同参画課　0748-24-5624 0505-801-5624

24 月

25 火

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

19:30～ 東近江市民大学　第2講座（講師：住田裕子氏） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

9:00～ 市立五個荘中学校改築工事起工式 五個荘中学校 学校施設課　0748-24-5627 0505-801-5692

9:00～12:00 親子ふれあい広場「七夕まつり」 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 0505-802-2311

28 金

10:00～ ハッチョウトンボ観察会 蒲生図書館集合 蒲生図書館　0748-55-5701 0505-802-8342

10:00～16:00 女性のための創業塾　第１回講座（全５回講座） 東近江市商工会能登川支部 東近江市商工会　0749-46-8770 0505-802-9407

12:30～15:30 東近江市『じんけん』のまちづくり講座（第4回　バス現地研修） 多文化共生支援センター（草津市） 人権課　0748-24-5621 0505-801-5621

30 日 8:00～ 市消防団消防操法大会（雨天時は7月7日に延期） 滋賀県消防学校 防災危機管理課　0748-24-5617 0505-801-5617

※「行事予定表」は平成25年5月27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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