
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

～7月26日 「なつかしい湖東の生活風景」（写真で見る昭和30・40年代のくらし） 能登川図書館・博物館ギャラリー 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

～8月30日 夏季企画展「風土が育てた素材と技　近江の技×伊勢の技」 五個荘近江商人屋敷 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

9：00～12：00 「びわ湖の日」一斉清掃（ボランティアによる県が提唱する清掃活動） 能登川漁業協同組合漁港　他 廃棄物対策課　0748-24-5636 050-5801-5636

10：00～11：30 水道施設見学（御園小4年生） 八日市浄水場（五智町１） 水道課　0748-22-2061 050-5801-2062

10：00～11：30 有酸素運動とヨガで健康に　（7月15日） あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

13：10～13：30 社会を明るくする運動内閣総理大臣メッセージ伝達式 市役所　本庁舎本館玄関 社会福祉課　0748-24-5644 050-5801-5644

9:00 蒲生幼児園新築工事の起工式 （仮称）蒲生幼児園建設予定地 幼児施設課　0748-24-5625 050-5801-5625

10:00～11：00 御園小学校児童が愛知川に鮎約2,000匹を放流 青山町地先 農業水産課　0748-24-5660 050-5802-5660

3 金 10：00～11：30 トラベル英会話①（②10日、③17日/全8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

9：00～15：50 湖東第三小学校　第40回相撲大会 湖東第三小学校 湖東第三小学校　0749-45-0010 050-5802-2290

10:00 東日本大震災と今を考える講演会 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

10:00～11:30 ダンボールコンポスト全体講習会 五個荘コミュニティセンター 五個荘地区まちづくり協議会　0748-48-7303 050-5801-7303

10:00～11：40 第4回じんけんのまちづくり講座「男女でつくる元気な地域」 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：30～16：00 「昔の麻糸ちょこっと体験①」（午前は麻の刈り取り、午後は苧引き体験） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13:00 土位遺跡　現地説明会 土位遺跡（神田町・外町）

8：30～16：00 第22回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

13:30 地域おこし協力隊が紫草の植え付け 君ヶ畑町地先 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

13：30～16：00 「昔の麻糸ちょこっと体験②」（麻のコースター作り） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13：30～15：30 「私の思い2015」（小中学生による意見発表会） 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 050-5801-2737

6 月 8：30～17：15 能登川支所　業務開始（別館仮事務所から本館へ移転） 能登川支所 能登川支所　0748-42-1331 050-5801-1331

7 火 9：30～17：00 「昭和基地ＮＯＷ!-オレンジ色の砕氷船」（～8月30日） 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

9：30～17：00 川島喜三郎回顧展（～15日） 蒲生コミュニティセンター あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

10：00～18：00 南極観測船「オレンジ色の砕氷船」2代目ふじ就航50周年記念展（～8月31日） 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300

9 木 10：00～11：45 音楽の散歩道「ピアノアンサンブル」 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

10 金 10：00～18：00 イオカユウイチ木工展（～8月9日） 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

9：00～14：00 あいとう直売館感謝セール（～12日） あいとう直売館 あいとう直売館　0749-46-1110 050-5801-1110

13:30～15：30 男女共同参画をめざす講演会「女と男のよりよい関係」（山本コウタロー） 八日市文化芸術会館 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

10:00 ごきげんサンデー（地元の特産品や加工品のPR） ぷらざ三方よし ぷらざ三方よし　0748-48-6678 #N/A

10：00～12：00 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 050-5801-5672

14：00～16：00 50年森でJAZZを楽しもう 50年森入口林広場（ハートピア駐車場奥） 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

13 月 13：30～16：00 社会を明るくする運動一般公開ケース研究会 蒲生コミュニティセンター 社会福祉課　0748-24-5644 050-5801-5644

14 火 20：00～21：00 第68回滋賀県民体育大会　東近江市選手団結団壮行式 湖東コミュニティセンター スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

15 水

9：00～17：00 夏休み特別企画「日永うちわと懐かしのうちわ」（～8月4日） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

10：00～11：30 簡単！リズム体操　（7月23日） あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

19：30～21：00 東近江市民「愛のパトロール」リーダー研修会 市役所　本庁舎新館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

19：30～21：30 6次産業化推進講座③（6次産業化の取組研修会　講演） 愛東コミュニティセンター 農業水産課　0748-24-5573 050-5802-9961

17 金

6：30～8：00 ふるさと蒲生野川づくり事業（まち協による除草作業とゴミ拾い） 蒲生グラウンド　集合 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

9：20～11：20 東近江市平和祈念式典 愛東コミュニティセンター 社会福祉課　0748-24-5644 050-5801-5644

10：00～15：00 いちにのさんっ!!　第3回活動「屋台村」（障害児と健常児の交流） 湖東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～12：00 猪子山探検隊-夏のきのこ-（猪子山を散策してきのこの観察） 登山口（能登川ひばり保育園前） 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9：30～17：00 特別展「未来への挑戦」（～9月13日　西堀榮三郎や市内企業の技術紹介） 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

10：30～11：30 特別展「未来への挑戦」関連　「KARAKURIからムラタセイサク君まで」 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

日没～22：00 太郎坊・阿賀神社　夫婦岩ライトアップ　（～25日） 太郎坊・阿賀神社

8：00～17：30 第10回東近江市ドラゴンカヌー大会（予備日26日） 能登川水車とカヌーランド スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

8：30～15：30 楽しく泳ごう会（小学生以上の水泳愛好者による） 布引運動公園プール 布引運動公園プール　0748-25-0045 050-5802-2538

20 月 9：00～20：00 第11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 050-5801-5674

21 火

9：00～12：00 東近江市観光ボランティアガイド　新人ガイド養成講座（全6回　第1回） 市役所　新館316会議室 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：00～11：00 親子で楽しくリトミック あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

10：00～11：30 てんびんたいけんじゅく第2回「ＢＤＦカートを試乗しよう!」 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

14：30～16：15 びわこ京阪奈（仮称）鉄道建設期成同盟会　平成27年度総会 ショッピングプラザ　アピア　4階 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

24 金 10:30 防災用ポータブルワイヤレスアンプの寄附 市役所　市長室 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

9：30～13：00 男の生きがい講座（男性限定、初回は料理作り） 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

10：00～12：00 五個荘こどもの家（学童保育所）竣工記念　布引焼体験 五個荘こどもの家 こども家庭課　0748-24-5643 050-5801-5643

10：00～12：00 トンボ観察会 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

10：15～11：30 調べるって楽しい-本を使った調べ方・まとめ方講座- 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

14:30 お楽しみ会（絵本の読み聞かせや工作） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

13：30～20：40 「みんなの夏休み」（地区の夏イベント　家族と地域のふれあいの場） 永源寺コミュニティセンター駐車場 永源寺コミュニティセンター　0748-27-1060 050-5802-1121

19:00 八日市聖徳まつり（オープニングイベント、江州音頭総踊り、フィナーレ花火） 八日市駅前通り

8:50 職員採用第1次試験 びわこ学院大学 職員課　0748-24-5601 050-5801-5601

10：00～11：45 おやこおもしろ科学教室「とげとげもこもこ結晶づくり」 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

9：00～12：00 なーるほど地産地消講座「手作りバターと米粉パンに挑戦!」 万葉の郷ぬかづか 農業水産課　0748-24-5573 050-5802-9961

11:00 ムラサキ染め体験教室 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

13：30～15：30 体験教室「日永うちわ」を作ろう 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

27 月 13：00～15：00 平成27年度ジュニア育成ゴルフ教室（計8回） グリーンピア近江八幡ゴルフ練習場 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

28 火

9：00～12：00 東近江市観光ボランティアガイド　新人ガイド養成講座（全6回　第2回） 大本山永源寺（永源寺高野町） 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：00～18：00 企画展「閻魔大王さまのいる里　安楽寺」（～9月13日） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

10:30 北ミシガン大学奨学生が市長に帰国報告・留学前に市長訪問 市役所　市長室 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

13:30 県合唱祭「能登川コールシャンテ」が全国大会出場を市長に報告 市役所　市長室 能登川支所　0748-42-1331 050-5801-1331

13:30～16：00 行政なんでも相談所 ショッピングプラザ　アピア　4階 市民生活相談室　0748-24-5616 050-5801-5616

8：30～17：15 夏休みこどもエコクラブ（ごみの減量をテーマに県外研修） 名古屋市環境学習センター他 廃棄物対策課　0748-24-5636 050-5801-5636

16：00～17：15 チカン撃退研修（本市の保育士などに県警察機動警察隊から指導） 県警察機動警察隊体育館（日野町） 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647

10:30 わらべうたであそぼ！（3歳までのこどもと保護者で） 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

13：30～15：30 水車塾第2回　心が和む小さなみどりこけ玉づくり 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

14:00 夏の工作展（職員による工作のワークショップ） 蒲生図書館 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

22 水

29 水

日

18 土

16

木

12

木

滋賀県文化財保護協会　077-548-9780

30 木

5 日

能登川青年団　0748-42-6240　（21時～24時）

八日市商工会議所　0748-22-0186
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平成２７年７月　主な行事予定【東近江市】

1 水
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8 水

4

2

土

太郎坊・阿賀神社　0748-23-1341

※「行事予定表」は平成27年7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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