
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

9:00～11:30 「びわ湖の日」一斉清掃 能登川漁業協同組合周辺・伊庭内湖 廃棄物対策課　0748-24-5636 0505-801-5636

13:30～15:45 第63回社会を明るくする運動・青少年の非行・被害防止　東近江市民集会 あかね文化ホール 社会福祉課　0748-24-5644 0505-801-5644

～5日 市役所１階ロビーで麻製品などの展示会 市役所１階　ロビー 観光物産課　0748-24-5662 0505-801-5662

～28日 2013年東近江大凧まつり　ミニ東近江大凧コンテスト参加作品の展示 近江鉄道八日市駅ホール 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

2 火 9:00～10:30 食育講座（ピーマンクラブ指導による親子クッキング） 愛東南幼稚園 愛東南幼稚園　0749-46-0200 0505-802-2313

9:30～ 菊水園との七夕交流 菊水園 湖東ひばり保育園　0749-45-0028 0505-801-0773

9:30～11:30 むくの木先生（民生委員・老人クラブとの交流） 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 0505-801-2132

～8月31日 企画展　昭和の暮らしを懐かしむ「近江の麻・昭和の暮らし展」 近江商人屋敷　外村宇兵衛邸・中江準五郎邸 東近江市観光協会　0748-48-2100 0505-801-6678

～8月31日 企画展　昭和の暮らしを懐かしむ「うちわ・扇子展」 近江商人屋敷　外村繁邸 東近江市観光協会　0748-48-2100 0505-801-6678

～8月31日 平和祈念式典関連展示「みんなで考える戦争と平和」 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 0505-801-2030

～9月29日 平和祈念式典関連展示「未来を担うこどもたちへ平和を語りつぐ」 愛東図書館 愛東図書館　0749-46-2266 0505-801-2266

4 木

5 金 9:30～10:15 七夕のつどい ひまわり幼児園 ひまわり幼児園　0748-24-0809 0505-801-0809

9:30～11:00 平和祈念式典 五個荘コミュニティセンター 社会福祉課　0748-24-5644 0505-801-5644

10:00～16:00 女性のための創業塾　第２回講座（第３回：13日、第４回：27日） 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

10:30～16:00 昔の麻糸ちょこっと体験　※麻刈りと苧（お）引き体験　翌７日もあり 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

13:30～15:00 女子力UP講座第2回目「ウォーキングでカラダづくり」 洗心館 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 0505-801-2737

14:00～ 新100畳敷大凧のりつけ式　※製作作業は8月8日まで 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

8:30～16:00 第20回記念大会　ドラゴンカヌー　ヤングフェスティバル 能登川水車とカヌーランド

9:30～12:00 新100畳敷大凧製作記念イベント「紙継ぎ体験」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

10:00～ 2013東近江やまの子キャンプ事前説明会 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 ロボットの体験教室 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！　※21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

19:30～21:30 青少年育成市民会議永源寺支部“育成講演会” 永源寺コミュニティセンター 永源寺コミュニティセンター　0748-27-1060 0505-801-1060

8 月

9 火

10 水 8:30～15:00 五個荘中学校生徒が保育実習 さくらんぼ幼児園 さくらんぼ幼児園　0748-48-3998 0505-801-3998

11 木

12 金 9:30～、17:30～ 夏祭り（3,4歳児は9:30から、5歳児は17:30から） 能登川第二幼稚園 能登川第二幼稚園　0748-45-0538 0505-801-0538

10:00～12:00 論語素読講座（第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

～15日 わくわく合宿BOUSAI（合宿を通じて防災意識を学ぶ） 五個荘コミュニティセンターほか 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 0505-801-2737

13:00～、15:00 イン・ヒュッテ　コンサート（2本のフルートとピアノのコンサート） 近江商人屋敷　藤井彦四郎邸 東近江市観光協会　0748-48-2100 0505-801-6678

～8月18日 夏季企画展「博物館の蔵出し逸品！」 近江商人博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

15 月 9:00～20:00 第9回東近江市民体育大会　バドミントン 布引体育館 スポーツ課　0748-24-5674 0505-801-5674

16 火

17 水 19:30～ 東近江市民「愛のパトロール」リーダー研修会 市役所別館 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

13:30～15:00 高齢者学級 えんめい短期大学 健康落語「笑いは心のくすり」ほか 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

～8月26日 日本各地のお面とキャラクターが勢ぞろい「懐かしの面面たち」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

～9月1日 東近江市ふる里カルタ展 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

午前中 市立小中学校・幼稚園第１学期終業式 各校・園 学校教育課　0748-24-5671 0505-801-5671

20:00～21:00 第66回滋賀県民体育大会　東近江市選手団結団壮行式 市役所別館 スポーツ課　0748-24-5674 0505-801-5674

10:00～ 猪子山探検隊～夏のきのこ編～ 猪子山登山口集合 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

10:15～12:00 身近な科学あそび「古代織り」（五個荘図書館開館25周年記念事業） 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 0505-801-2030

14:00～17:30 第25回ちびっ子消防広場 滋賀県消防学校 能登川消防署　0748-42-0119

～9月1日 早川鉄平　切り絵の森 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 0505-801-1515

7:00～ 第23回参議院議員通常選挙　投開票日 選挙管理委員会　0748-24-5600　 0505-801-5600

8:30～17:00 第8回東近江市ドラゴンカヌー大会 能登川水車とカヌーランド スポーツ課　0748-24-5674 0505-801-5674

11:00～、14:00～ 早川鉄平ワークショップ「森の仲間たちをつくろう」（はさみで立体の動物を作る） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 0505-801-1515

14:00～15:00 ブックトークのじかん（五個荘図書館開館25周年記念事業） 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 0505-801-2030

～8月4日 てんびんの里市民ギャラリー　フリージアのとがわ　作品展 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

22 月

23 火 19:30～ 市消防団消防操法合同訓練（市長激励・出場隊操法展示） 未定（6/30市大会結果で決定） 防災危機管理課　0748-24-5617 0505-801-5617

24 水 10:00～12:00 もみじっこ夏塾　ロープで遊ぼう 永源寺コミュニティセンター周辺 永源寺コミュニティセンター　0748-27-1060 0505-801-1060

25 木

26 金 19:30～ 東近江市民大学　第3講座（講師：正木 明 氏） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 0505-801-5672

8:00～12:00 五個荘地区子ども会　球技大会 五個荘小学校体育館ほか 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 0505-801-2737

13:30～ 工作会～楽器をつくろう（五個荘図書館開館25周年記念事業） 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 0505-801-2030

13:30～16:00 刀剣の美　鑑賞のツボ（県鉄砲刀剣登録審査委員・刀匠によるお話） 近江商人博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

16:00～21:00 永源寺　みんなの夏休み 永源寺コミュニティセンター 永源寺地区まちづくり協議会 0505-802-9336

17:30～21:00 あいとう夏まつり 愛東コミュニティセンター前駐車場 愛東コミュニティセンター　0749-46-2267 0505-801-2267

18:00～21:00 怖キャラ「東近江のガオさん」と歩く『妖怪仮装パレード』 ショッピングプラザアピア～本町商店街 八日市商工会議所　0748-22-0186 0505-802-9407

19:00～20:30 第44回八日市聖徳まつり 八日市駅前通り 八日市商工会議所　0748-22-0186 0505-802-9407

～8月4日 妖怪地を描く怪画展＆入賞者表彰式 ショッピングプラザアピア１階 八日市商工会議所　0748-22-0186 0505-802-9407

28 日 19:30～21:00 第42回蒲生あかね夏祭り 蒲生運動公園グラウンド

29 月

30 火 10:00～12:30 もみじっこ夏塾　イワナつかみ 愛郷の森 永源寺コミュニティセンター　0748-27-1060 0505-801-1060

31 水 10:00～14:00 成人学級 さざなみ学級 「旬の自然の食材を使って料理教室」 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
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