
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
～8月4日 夏休み特別企画「日永うちわと懐かしのうちわ」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140
～8月9日 イオカユウイチ木工展 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050
～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
～8月30日 「昭和基地ＮＯＷ!-オレンジ色の砕氷船」 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291
～8月31日 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 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300
～9月13日 企画展「閻魔大王さまのいる里　安楽寺」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761
～9月13日 特別展「未来への挑戦」（西堀榮三郎） 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291
～9月27日 企画展示「滋賀県民の15年戦争」 県平和祈念館

9：00～16:00 映画「ちょこバス!」撮影（～7日） 愛東地区内 あいのみ企画室（愛東地区まちづくり協議会）　　 050-5802-8614
9：30～16:30 映画「日本のいちばん長い日」スチール写真・衣装展（～30日） 五個荘近江商人屋敷藤井彦四郎邸 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662
9：30～12:00 永源寺福祉の会「親子手づくり教室」木地師ろくろ体験 ゆうあいの家 東近江市社会福祉協議会　0748-20-0555 050-5801-1125
9：30～10：30 シェイプアップダンス（9月26日までに全7回　フィットネス教室） 布引運動公園体育館 布引運動公園　0748-25-2633 050-5801-2633
10：00～17：00 「こどもと未来を創る感性育成プロジェクト」森の秘密基地づくり 河辺いきものの森 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623
10：00～18：00 写真展「トランクの中の日本」ジョー・オダネル写真展（～16日） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515
10：00～15：00 八日市文化協会市民ワークショップ教室 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672
13：30～16：30 山路川探検隊「川の健康診断」「東近江市ホンモロコシンポジウム」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

14:00 「夏のスペシャルおはなし会」 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050
16：30～21：30 コトナリエ（～15日　　2日～15日は19：00～21：30、4日は休園） ひばり公園 コトナリエ実行委員会　0749-45-2571 050-5801-2571

2015東近江やまの子キャンプ（～7日） 愛郷の森 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672
12：30～16：00 雪野山歴史まつり「水鉄砲合戦　世は戦国!　雪野山夏の陣」 雪野山歴史公園 平田コミュニティセンター　0748-22-1950 050-8034-1950

9:00 第50回滋賀県消防操法訓練大会（予備日：9日） 滋賀県消防学校 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617
9：00～10：00 親子絵画造形教室「かいて、つくって、どんどん、大きく!楽しく♪」 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
10：00～15：30 あいとうスイカまつり（13：00　種飛ばし、早食い） あいとうマーガレットステーション あいとうﾏｰｶﾞﾚｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 0749-46-1110 050-5801-1110
10：00～16：00 JARE杯-夏の陣2015-（南極観測をテーマにした自律型ロボットの競技大会） 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 「作ってあそぼう工作会」（はさんで遊べるざりがにを作ろう） 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007
19：30～21：00 蒲生あかね夏祭り（納涼盆踊り、花火大会） 蒲生運動公園
13：00～15：00 平成27年度ジュニア育成ゴルフ教室（計8回　6，8，11，22，24日も開催） 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
14：00～15：40 カウンセリング講座「心とカラダの繋がりを知ってスムーズコミュニケーション」 ショッピングプラザアピア 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

4 火 7:00 農地の利用状況一斉調査 市役所　正面玄関集合 農業委員会事務局　0748-24-5682 050-5801-5682
8:00 第24回東近江市ゴルフ協会チャリティコンペ 近江ヒルズゴルフ倶楽部 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：00～12：00 市観光ボランティアガイド　新人ガイド養成講座③（全6回　④21日、⑤26日） ぷらざ三方よし 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662
10：00～11：30 有酸素運動とヨガで健康に（19日も開催） あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207
10：00～11：10 ウォーキングエクササイズ（19日も開催） ウェルネス八日市 ウェルネス八日市　0748-22-8800 050-5801-1137

9:00 湖東学校給食センター新築工事の竣工式 湖東学校給食センター 学校施設課　0748-24-5627 050-5801-0494
9：00～17：00 夏休み特別企画「凧と妖怪地オブジェ」（～24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（20日も開催） あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207
10:00～12：00 楽学アカデミー第4回目「お花を使った素敵な小物作り＆クールシェア」 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
13：00～16：30 なーるほど地産地消講座「果物入りジェラートづくりとブルーベリー収穫体験」 あいとうマーガレットステーション 農業水産課　0748-24-5573 050-5802-9961

14:00 「夏休みの思い出を絵に描こう！」 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300
14：00～15：30 音楽劇団てんてこのカンタンガッキをつくってならそう！ 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030
18：00～19：00 東近江市歴史カレッジの開講（～11月5日　全８回） 埋蔵文化財センター　学習室 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

19:00 人形劇父と暮せば あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207
10：00～12：30 動画撮影のコツを知ろう 湖東コミュニティセンター

10:30 「夏休み工作会」 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515
10：00～11：30 トラベル英会話（第4回、第5回は21日、第6回は28日に開催） 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
13:30～14:30 ストレッチエアロ（9月11日までに全5回　フィットネス教室） 布引運動公園体育館 布引運動公園　0748-25-2633 050-5801-2633

14:00 夏の工作会（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
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） 蒲生支所　集合 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

10：00～12：00 論語素読講座（前期） 能登川図書館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134
10：30～16：00 夏休みこども理科実験教室2015（技術士による4講座） 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291
13：00～15：00 論語素読講座関連イベント「論語の一語を書で表現」 能登川博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

14:00 市防災シニアリーダー養成講座 市役所　本庁舎新館3階 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617
19：00～20：00 夏休み特別企画「妖怪地ってなぁ～に？」（こわくて楽しい話） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140
19：30～21：00 夏の夜の昆虫観察会 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9:30 映画「Ｍｏｔｈｅｒ　Ｌａｋｅ」が能登川北小学校で撮影 能登川北小学校 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662
10：00～16：00 市制10周年記念プレミアム三方よし商品券　3次販売 八日市文化芸術会館 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540

10:00 ごきげんサンデー（特産品や加工品などを月に1回PR） ぷらざ三方よし ぷらざ三方よし　0748-48-6678 050-5801-6678
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
14:00～15：30 祈りのハンドベルコンサート＆山崎真さん講演会 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

14:00 「夏休み工作会」 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050
15:00～20：00 第4回　能登川BON!!おどり 能登川駅　西口

10 月 10:00 道路功労者表彰の「青野花と緑のまちづくり委員会」に市長から表彰状伝達 市役所　市長室 都市計画課　0748-24-5655 050-5801-5655
11 火 10：00～11：30 てんびんたいけんじゅく第3回「おもしろ実験室でスーパーサイエンス!」 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
12 水 10：00～11：45 音楽の散歩道 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207
13 木 「滋賀県民の15年戦争」関連イベント　戦争体験を聞く会（～15日） 県平和祈念館
14 金 19：00～21：00 市制10周年記念事業　東近江音楽祭　夏のびわこJAZZフェスティバルinコトナリエ ひばり公園 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540
15 土
16 日 13:30 スズムシ交流会（違う場所で育ったスズムシについての情報交換） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761
17 月

8:00～11：00 伊庭内湖で特定外来植物の駆除 伊庭内湖　東端部 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633
13：00～16：00 てんびんたいけんじゅく館外研修「コクヨへ工場見学」 コクヨ滋賀工場 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 050-5801-2737
13：30～15：30 消費者セミナー「お金で悲しまない、悲しませない終活講座①」 市役所　314会議室 市民生活相談室　0748-24-5619 050-5801-5635
10：00～12：30 プロが教える簡単動画の作り方 司学館高等学校
10：00～18：00 滋賀県作業療法士会　展示「人は作業することで元気になれる」（～30日） 能登川博物館

8:00 滋賀県建築組合蒲生支部による奉仕作業 蒲生西小学校 学校施設課　0748-24-5627 050-5801-0494
10：00～11：30 親子ふれあい広場「水あそび」 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
9：00～12：00 市観光ボランティアガイド　新人ガイド養成講座④（全6回） 願成寺（川合町） 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662
19：00～20：00 「夜のおはなし会」 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515
9：00～12：00 夏休み親子凧作り教室「カブトムシの凧を作ろう」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140
13：30～15：30 男の生きがい講座（陶芸体験） 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

18:00 引接寺　万燈供養祭 引接寺
9：30～12:00 サテライト観察会①「夏の里山でいろいろな虫さんをさがそう!」 河辺いきものの森 河辺いきものの森　0748-20-5211 050-5801-5211

10：00～15：30 あいとう梨まつり（13：00　皮むき、早食い） あいとうマーガレットステーション あいとうﾏｰｶﾞﾚｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 0749-46-1110 050-5801-1110
10：00～11：45 滋賀県作業療法士会　講演「人を幸せにする作業療法」 能登川博物館
13：30～16：00 夏の民具体験（足踏み水車「じゃ車」を回すなどの民具体験） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761
13：30～15：00 立体デジタル地球儀「ダジック・アース」体験 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

24 月 9:00 後期高齢者ウエルカム事業「いきいきシニア75」（26日、27日も開催） 愛東支所 保険年金課　0748-24-5631 050-5801-5631
25 火

9：00～12：00 市観光ボランティアガイド　新人ガイド養成講座⑤（全6回） 百済寺（百済寺町） 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662
10：00～10：30 有酸素運動とヨガで健康に ウェルネス八日市 ウェルネス八日市　0748-22-8800 050-5801-1137
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
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平成２７年８月　主な行事予定【東近江市】

13：30～15：00 親子DE丼作り（陶芸教室） 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
13：30～15：30 消費生活啓発員養成講座（～11月27日　全6回） 市役所　本庁舎新館3階 市民生活相談室　0748-24-5619 050-5801-5619
13：30～15：30 水車塾（第3回）相続税の勉強会＆水車カフェ 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

27 木 19：00～20：30 女性会人権研修　講演「熟年夫婦の体調不良"夫源病"」 ひばり公園みすまの館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672
28 金 19：30～21：00 第11回東近江市民大学　第3講座（講師：乙武洋匡氏） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

8：00～10：30 五個荘地区防災訓練 五個荘中学校 五個荘地区まちづくり協議会　0748-48-7303 050-5801-7303
9：00～11：30 「愛東くだものぶらり食べ歩き」ツアー（30日、9月5日、6日も開催） あいとうマーガレットステーション 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662
13：30～15：00 「大人と子どもの体験ｱｰﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「みんなで描こう！森の図書館」」 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050
9：00～10：30 清流の日一斉清掃と渓流魚の学習会・魚のつかみ取り大会 杠葉尾町自治会館前駐車場 廃棄物対策課　0748-24-5636 050-5801-5636
14：00～16：00 大阪音楽大学出張講座「オペラ１stレッスンvol.⑤」 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207
18：00～20：00 国際ふれあい音楽祭 太子ホール

31 月

26

土

日
東近江国際交流協会　050-5802-9606

水

※「行事予定表」は平成27年7月23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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