
東近江市役所（0748-24-1234、0749-46-2100　IP：050-5801-1234）

東近江市広報課（0748-24-5611　IP：050-5801-5611）

日 曜 時　間 行 事 お よ び 概 要 場  所 連 絡 先 ＩＰ電話

～5月3日 第3回　春の奥永源寺　山歩道 奥永源寺地域一帯 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

～5月6日 鯉の凧展 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

～5月10日 「高田幸雄 絵画作品展」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

～5月31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 050-5801-5662

～6月7日 第113回企画展「能登川の歴史ダイジェスト」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

～6月28日 春季企画展「長谷川雅也日本画展」 近江商人博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

1 金 9：30～10：15 こどもの日の集い 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 050-5801-2132

2 土 ～5月31日 「昭和基地NOW！」（南極情報のパネル展示など） 探検の殿堂　 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

3 日 14:30～ ケンケト祭り　本日 八坂神社（宮川町） 歴史文化振興課　0748-24-5677 0505-801-5677

4 月 13：00～15：00 伊庭の坂下し祭 繖峰三神社（伊庭町34番地） 歴史文化振興課　0748-24-5678 0505-801-5677

9:15～ 東近江ロータリークラブ杯ドッジボール大会 布引運動公園体育館

9：45～12：00 2015年東近江大凧まつり「願い札貼り」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

10：00～15：00 耕作放棄地開墾ツアー（～6日　ムラサキ栽培） 君ヶ畑町804番地　 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

14：00～15：00 長谷川雅也日本画展　ギャラリートーク（長谷川氏による作品解説） 近江商人博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

6 水 10：00～15：00 市民ふれあいスポーツデー（芝生の無料開放、基礎体力測定など） 布引運動公園 陸上競技場 布引グリーンスタジアム　0748-20-1230 050-5802-8801

7 木 19：30～21：30 2015年東近江大凧まつり「ミニ東近江大凧作り講習会」（～19日） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

8 金 10:00 田んぼの学校（～6月4日　22小学校で農業体験学習） 市原小学校 農業水産課　0748-24-5660 050-5801-5660

10：00～12：00 論語素読講座　前期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 050-5802-3134

15：00～17：00 東近江市体験交流型旅行協議会公開講座（危険予知・安全対策研修） ショッピングプラザアピア 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

～6月7日 永源寺ものづくり展（木工・陶芸・絵画・造形・染物などの作品展） 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

8：45～11：00 湖東路ウォーク 探検の殿堂 集合 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

10:00 ごきげんサンデー（特産品や加工品のPR） プラザ三方よし 東近江市観光協会　0748-48-2100 050-5801-6678

11 月 10:00 交通安全決起大会（東近江地区交通安全推進会議主催） 愛荘町愛知川庁舎 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

12 火 19:30 東近江市子ども会連合会総会 愛東支所 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13 水 9：30～11：00 親子交通安全教室　4･5歳児 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 050-5801-2132

14 木

15 金 13:00～16：30 東近江市民生委員児童委員協議会総会の開催 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 050-5801-1125

9：30～19：00 花フェスタ２０１５in愛の田園（～24日） 道の駅あいとうマーガレットステーション 愛東支所　0749-46-2264 050-5801-2264

13:30 永源寺ものづくり展　作家さんのお話を聞こう！（17日、30日、31日） 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

13：30～15：30 「メダカ探検隊」（博物館周辺の水路で水生生物の調査） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

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 050-5801-7303

8：30～13：00 てんびんの里ふれあいウォーク2015 五個荘中央公園 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 050-5801-2737

9:00 読合堂田んぼのオーナー　田植え体験 読合堂町　ふれあいの館周辺圃場 農業水産課　0748-24-5660 050-5801-5660

10：00～15：30 第16回あかね人形劇まつり あかね文化ホール あかね文化ホール　０７４８－５５－０２０７ ０５０－５８０１－０２０７

10:00 太郎坊宮お田植え大祭 太郎坊宮参道第二鳥居横

13：00～15：30 竜田歴史公開講座「朝鮮人街道の歴史」 五個荘中央公園近辺 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 050-5801-2737

13:30 永源寺ものづくり展　藍染め体験をしよう！ 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

13：30～16：00 「春を染めよう」（身近な植物での染色体験） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

14：00～15：30 「懐かしの能登川」（昭和40年代に記録された映像の上映） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

家族ふれあいサンデー 対象の市内各施設 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

18 月

19 火 13:20 児童虐待等未然防止啓発事業　紙芝居「まほうのビスケット」 さくらんぼ幼児園　他 こども相談支援課　0748-24-5663 050-5802-3275

9：30～10：30 ほっこり子連れヨガ講座　第1回／全4回 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 050-5801-3200

11：00～12：00 輝くキレイと元気のための大人ヨガ講座　第1回／全4回 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 050-5801-3200

10:30 ニコロブナのふ化仔魚を田んぼに八宮保育園園児等が放流 小川町東小田地域

13:00 第４回グリーンふくろう基金授与式（八日市南ロータリークラブの例会） 八日市商工会議所 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

15:30 農家民泊事業（入村式　浜松市立東部中　離村式は22日9：30） 愛東支所 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

21 木 19：30～21：00 第3回　市民と議会の意見交換会 能登川図書館ほか 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

22 金 19：30～21：00 第3回　市民と議会の意見交換会 永源寺コミュニティセンターほか 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

9:00 東近江市人権まちづくり協議会総会 東近江市役所 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9:00～16：00 奥永源寺・政所茶摘みイベント（23日、24日、30日、31日） 政所町字川西　付近

10：00～17：00 ヘムスロイドの杜まつり2015　（24日は16：00まで） ことうヘムスロイド村 湖東支所　0749-45-0511 050-5801-0511

10:00 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 050-5801-5672

13：30～16：00 東近江市青少年育成市民会議八日市支部総会 ウェルネス八日市 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

14:00 ゴーヤ育成モニター講習会 東近江市役所　新館北側駐車場 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

19：30～21：00 第3回　市民と議会の意見交換会 てんびんの里文化学習センターほか 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

9:00～10：30 ごみゼロの日一斉清掃（永源寺地域の愛知川周辺の道路、堤防沿い、河川敷） 永源寺支所前駐車場　集合 廃棄物対策課　0748-24-5636 050-5801-5636

13：00～ 2015年東近江大凧まつり「ミニ東近江大凧コンテスト　糸目つけ」 布引小学校 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～14：50 歴史講演会「ここまでわかった！相谷熊原遺跡」 永源寺コミュニティセンター 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

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 050-5801-7303

25 月

26 火

9：30～10：30 ほっこり子連れヨガ講座　第2回／全4回 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 050-5801-3200

11：00～12：00 輝くキレイと元気のための大人ヨガ講座　第2回／全4回 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 050-5801-3200

10：30～11：00 八日市自動車協同組合からこども未来夢基金へ寄附 東近江市役所　貴賓室 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

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（そば打ち体験） 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 050-5801-2737

日

28 木

16 土

水

5 火

耕作者代表　薗博　0748-42-2641

太郎坊宮社務所　0748-23-1341

日

平成２７年５月　主な行事予定【東近江市】

9 土

17

東近江ロータリークラブ　0748-24-0265

10 日

政所茶レン茶"－代表　苗村　090-1241-5554

20 水

23 土

27

24
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日 曜 時　間 行 事 お よ び 概 要 場  所 連 絡 先 ＩＰ電話

平成２７年５月　主な行事予定【東近江市】

9：30～12：00 子育て支援者への基礎的な研修会 東近江市役所　東庁舎東Ａ会議室 こども相談支援課　0748-24-5663 050-5802-3275

14:00 第3回　鈴鹿山麓無限∞会議（地域づくりについて情報交換） 旧落合家住宅（三重県亀山市） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

13：30～15：30 てんびんたいけんじゅく①　オリジナル陶芸作品作り 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 050-5801-2737

17：30～ 2015年東近江大凧まつり「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 050-5801-1140

19：30～21：00 「ホタル観察会」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9：00～ 第11回東近江市民体育大会　ビーチボール 五個荘体育館 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：20～ 2015年東近江大凧まつり ふれあい運動公園 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

14：00～16：30 母の日発表会 永源寺コミュニティセンター

29

日本ラチーノ学院　0748-56-1157

30

※「行事予定表」は平成27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。

31 日

土
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