
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

～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月30日 田んぼの学校　収穫（市内22小学校で9月中に実施） 市内22小学校 フードシステム推進室　0748-24-5573 050-5802-9961

～10月4日 近江鉄道のMIOびわこ滋賀の特別電車運行 近江鉄道八日市駅　ほか 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

9：00～17：00 米寿写真展（各地区で掲額　　五個荘地区は23日まで開催） 五個荘コミュニティセンター　など 東近江市社会福祉協議会　0748-20-0555 050-5801-1125

15：00～17：00 認知症連続講座①（11月11日までの全4回） 市役所　東A会議室 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

17：30～18：30 同和問題啓発強調月間　街頭啓発 ショッピングプラザアピア、JR能登川駅 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

19：30～21：00 ジョギング教室（29日までの全5回　第1回） 布引グリーンスタジアム 布引グリーンスタジアム　0748-20-1230 050-5802-8801

2 水 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6回） 市役所　新館315会議室 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

3 木 10：00～11：00 ジュニアポリスが市役所内で交通安全啓発 市役所　本庁舎 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

4 金 10：00～11：30 トラベル英会話⑦　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

9：00～11：30 「愛東くだものぶらり食べ歩き」ツアー（6日も開催） あいとうマーガレットステーション　集合 あいとうｴｺﾌﾟﾗｻﾞ菜の花館　0749-46-8100 050-5801-1189

10：00～12：00 女子力UP講座③「フラダンス体験」 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

10:00～11：30 防災企画「サバイバル飯-災害時、知恵と工夫で生き残れ!」 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

13:30 第11回人権ふれあい市民のつどい【取材予定】 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

15：00～16：30 キッズ陸上教室（10月3日までの全5回） 布引グリーンスタジアム 布引グリーンスタジアム　0748-20-1230 050-5802-8801

8:30 第11回東近江市民体育大会　水泳競技 布引運動公園プール スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

8:45 雪野山ウォーク 平田コミュニティセンター　 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

10:00 「永源寺のトンボ・オオルリボシヤンマを探しに行こう」 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

10:00 ごきげんサンデー（地元の特産品や加工品の販売） ぷらざ三方よし プラザ三方よし　0748-48-6678 050-5801-6678

13：00～15：30 あいとうぶどうまつり（早食い競争、ビンゴなど）【取材予定】 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

13：10～16：40 第7回びわ湖の森の生き物研究会シンポジウム【取材予定】 ショッピングプラザアピア

7 月

8 火 12：50～13：10 絵本読み語り 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 050-5801-2132

東近江市議会定例会　一般質問（9日、10日、11日） 市役所　議場 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

10：00～11：30 クラフトデコ講座「テッシュケースデコ」 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

10：30～11：20 ベビーと一緒にコンサート 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

9：30～11：00 祖父母参観 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 050-5801-2132

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

10：00～18：00 パネル展示「文化財保存科学からの保護と継承」（13日まで開催） 能登川博物館 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

10：00～11：30 トラベル英会話⑧　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

8:30 第11回東近江市民体育大会　サッカー競技　少年の部 布引運動公園　多目的グラウンド スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9:30～17：00 昭和基地NOW！「南極は地球環境の窓」（10月25日まで開催） 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

10：00～14：00 いきいき子ども塾「50年森で遊ぼう-ご飯を炊こう」 50年森（今崎町） 中野地区教育協議会　0748-22-0154 050-8035-2311

10：00～12：00 論語素読講座⑤ 能登川図書館　集会ホール 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

13：00～15：00 論語素読講座関連イベント「論語の一語で書を表現」② 能登川博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

17：30～18：30 友好親善使節団　壮行会（市内中学生が姉妹都市のテーバー町を訪問） 市役所　東庁舎　東A会議室 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

19：00～21：00 春夏秋冬サタデーナイトライブ② 愛東コミュニティセンター　駐車場 愛東コミュニティセンター　0749-46-2267 050-5801-2267

7:30～10：30 東近江市総合防災訓練【取材予定】 防災危機管理課 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

9:00 バレーボールカーニバル（男女混合9人制） 布引運動公園体育館

9:30～13:15 読合堂田んぼのオーナー　稲刈り体験 ふれあいの館近辺圃場　読合堂町

9:30～17：00 「追求の先に･･･美を拓くものたち」展Part3（11月23日まで開催） 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

10：00～15：00 第2回菜の花マルシエ②（食・農・暮らしをテーマに出店やショーなど） あいとうエコプラザ菜の花館　芝生広場 あいとうｴｺﾌﾟﾗｻﾞ菜の花館　0749-46-8100 050-5801-1189

10：00～17：00 「こどもと未来を創る感性育成プロジェクト」動植物観察＆写生会 布施公園、アトリエGaia house まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

14 月

15 火 14:30 市内最高齢の女性を市長が訪問 青葉病院　受付 長寿福祉課　0748-24-5645 050-5801-5645

「世界とともだちになる7週間」（11月1日まで開催　世界の子どもを紹介展示） 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

15：00～17：00 認知症連続講座②（全4回） 市役所　東A会議室 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

17 木 10：00～11：30 親子ふれあい広場「手作りおもちゃ」 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

18 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

9:00～16：00 第11回抽象画展（19日は13時30分からギャラリートーク　27日まで開催） 弘誓寺（五個荘金堂町）

9：30～17：00 「追求の先に･･･美を拓くものたち展Part3」（11月23日まで開催） 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 秋の手づくり＆エコフリーマーケット（23日まで開催） 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

10：00～11：30 2015ひがしおうみ「緑のカーテン」写真コンテスト表彰式　エコキャンドルづくり教室 あいとうエコプラザ菜の花館 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

10：00～12：00 男の生きがい講座③「足裏マッサージで健康に!」 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 第9回芸能発表会 あかね文化ホール 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：00～12：00 猪子山探検隊-タカの渡り- 猪子山　山頂集合 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9：00～15：00 9月の里守隊活動 あいとうエコプラザ菜の花館　芝生広場 あいとうｴｺﾌﾟﾗｻﾞ菜の花館　0749-46-8100 050-5801-1189

10：00～16：00 ちょこっと愛アクション2015-秋の交通安全フェスタ- あいとうマーガレットステーション 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

21 月 10:00～15：00 木地師の指定文化財特別一般公開　高松御所金龍寺（＊はしごだか） 高松御所金龍寺（君ヶ畑町）

22 火

23 水

9:00 館長杯グラウンドゴルフ 布施公園　グラウンドゴルフ場 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

13:30 消費者セミナー「お葬式とお墓のこと」 市役所　本庁舎新館314会議室 市民生活相談室　0748-24-5619 090-5801-5635

18：30～21：45 「ごきげん歌謡笑劇団」公開収録 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

25 金

9:00 第11回東近江市民体育大会　タグラグビー競技 布引グリーンスタジアム スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674
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森と水政策課　0748-24-5524

文拳の会　090-3279-6836
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平成２７年９月　主な行事予定【東近江市】

10：00～18：00 一日東近江市（27日も開催　市の特産品などの紹介） せんちゅうパル（豊中市） 農業水産課　0748-24-5660 050-5801-5660

14:00 「ケニアのおはなしをきいてしおりを作ろう!」（JICA職員によるケニアについての話など） 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

16:00 「あかりのおはなしかい」 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

16：00～21：00 中山道灯り路 中山道（五個荘小幡町） 五個荘地区まちづくり協議会　0748-48-7303 050-5801-7303

9:00 第11回東近江市民体育大会　弓道競技 布引運動公園　弓道場 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：00～12：00 親子凧作り教室「飛び出し坊やの凧を作ろう」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

9：30～16：00 ぶらっと五個荘まちあるき【取材予定】 五個荘金堂町　ほか 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

14：00～15：00 秋の全国交通安全運動　手作り❤型クッキーで街頭啓発運動 ぷらざ三方よし　駐車場 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540

28 月 9：00～17：00 押し花さくら会　押し花作品展（10月23日まで開催） 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

東近江市議会定例会　閉会 市役所　議場 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

19：30～21：00 第11回東近江市民大学　第4講座　 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

30 水

29 火

27 日

※「行事予定表」は平成27年8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。
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