
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

～10月10日 JR能登川駅に「愛知川水族館」を展示 JR能登川駅

～10月12日 五個荘近江商人屋敷　秋季企画展 近江商人屋敷４館 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

～10月16日 清流の里　風景写真展 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

～10月23日 押し花さくら会　押し花作品展 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月25日 昭和基地NOW！「南極は地球環境の窓」 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

～11月1日 「世界とともだちになる7週間」（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

～11月23日 「追求の先に･･･美を拓くものたち」展Part3 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

8：00～12：00 あいとう直売館　出荷者育成講座 あいとう直売館、愛東コミセン 愛東コミュニティセンター　0749-46-2267 050-5801-2267

8:45 JR能登川駅前地域　第3期地域おこし協力隊の委嘱式【取材予定】 市役所　本庁舎本館3階貴賓室 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540

10：00～18：00 ふるさと暮らし情報センター（東京都千代田区）に移住PRブースを常設 ふるさと暮らし情報センター 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

14：00～15：15 在宅医療講座①「住み慣れた地域で再期まで暮らし続けるために」 市役所　東庁舎A会議室 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

17:00～18：00 赤い羽根共同募金運動街頭啓発（小椋市長　西友で啓発予定） 西友八日市店　ほか 東近江市社会福祉協議会　0748-20-0502 050-5802-9070

2 金 9：30～17：00 特別企画展「華麗なる清朝後期の書画」（11月29日まで開催） 観峰館（五個荘竜田町）

9:00 6月に植えた芝生の上で運動会を開催（10日、16日、17日も開催） 八日市幼稚園　ほか 幼児施設課　0748-24-5625 050-5801-5625

9:30～17：00 「追求の先に･･･美を拓くものたち」展関連「矢野信司洋画展」（16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

10：00～16：00 「こどもと未来を創る感性育成プロジェクト」未来のゲイト創り＆コンサート 河辺いきものの森 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

10:00～12：00 犬のしつけ方教室（南部地区まちづくり協議会） 沖野グラウンド（沖野三丁目7） まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

13：30～16：00 「秋を染めよう」（秋の植物を使った染色体験） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

19:30 第11回東近江市民体育大会　総合開会式 布引運動公園体育館 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

13:00 近江鉄道の特別電車で「MIOびわこ滋賀　VS　FC大阪」応援 布引グリーンスタジアム 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

13:30 蒲生地区青少年主張大会 蒲生コミュニティセンター 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207

5 月

6 火

10:00～18：00 デジタルカメラステップアップコース作品展 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

11：35～12：20 魚の食べ方教室 能登川西小学校 八日市公設地方卸売市場　0748-23-6671 050-5801-1136

13：20～14：55 時代を担う子どもの文化芸術体験事業　音楽朗読劇 湖東第二小学校 湖東第二小学校　0749-45-2014

14：00～16：00 認知症連続講座③「高齢者の権利を守るしくみと認知症に関する地域での取り組み」 市役所　東庁舎A会議室 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

8 木

9 金 14：00～16：30 高齢者ふれあい交通安全教室（運転技能自動評価システムを用いて） 八日市自動車教習所 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

9：00～17：00 灯り路写真展（20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

9:30～10：00 道の駅「奥永源寺　渓流の里」開駅式（12日までイベント開催）【取材予定】 道の駅　奥永源寺渓流の里（蓼畑町） 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：00～12：00 びわスポキッズフェスティバルin東近江 布引グリーンスタジアム スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

10：00～12：00 論語素読講座（①　3月12日までの全6回） 能登川図書館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

13：30～15：30 猪子山探検隊-秋のきのこ-（きのこ調査） 猪子山登山口（猪子町） 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9：00～15：00 一からの米づくり体験「稲刈り」 あいとうエコプラザ菜の花館 あいとうｴｺﾌﾟﾗｻﾞ菜の花館　0749-46-8100 050-5801-1189

9：30～12：30 イモ掘り体験オーナー収穫日 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

9：30～17：00 秋の手づくり＆エコフリーマーケット 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

13：00～16：00 第1回東近江寄席 八日市文化芸術会館

13：30～16：30 行政書士無料相談会 ショッピングプラザ　アピア

13 火

9：00～17：00 東近江市美術展覧会（第1期　日本画　18日まで開催） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：00～11：00 シルバー環境美化の日　一斉清掃奉仕活動 布引グリーンスタジアム　ほか

13：30～15：30 すこやか学級（高齢者学級　ステンシルののれん作り） 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

14：00～15：00 在宅医療講座②「おいしく食べていきいき暮らす」 市役所　東庁舎A会議室 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

15 木 10:00 工場立地に伴う基本協定書の調印式 市役所　貴賓室 企業立地推進課　0748-24-5618 050-5801-5648

10：00～12：00 手話体験講座「手話を学んでみませんか」（23日と30日の3回開催） 市役所　本庁舎本館202会議室 障害福祉課　0748-24-5640 050-5801-5640

13：30～17：00 東近江市社会福祉大会 五個荘コミュニティセンター

9:30～17：00 「追求の先に･･･美を拓くものたち」展関連「二人展」（30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

10：30～11：30 テーバー町派遣中学生友好親善使節団　帰国報告会 市役所　東庁舎 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

10：30～15：00 歴史探訪ウォーキング「信長VS六角氏　城跡を訪ねる」 愛東支所　集合 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

13:00 東近江市芸術文化祭イベント「こどもフェスティバル」 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：00～15：00 魚のさばき方教室 五個荘コミュニティセンター 八日市公設地方卸売市場　0748-23-6671 050-5801-1136

14：00～15：30 親子で楽しむはじめてのバレーボール教室 布引運動公園体育館 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

7：00～16：30 東近江市山岳遭難対策協議会　山岳救助訓練 大皇器地租神社内　登山口 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

8:30 第11回東近江市民体育大会　中央大会 長山公園　ほか スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：30～15：00 能登川ふれあいフェア（リサイクルフリーマーケットなど） ふれあい運動公園 能登川コミュニティセンター　0748-42-3200 050-5801-3200

10:30～12：00 「御代参街道を歩く」（学芸員と親子で御代参街道を歩く） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

13：30～15：30 特別企画展「華麗なる清朝後期の書画」記念コンサート「シャングリラ」 観峰館（五個荘竜田町）

19 月

9:00 玉緒小学校体育館・プール改築工事　起工式 玉緒小学校 学校施設課　0748-24-5627 050-5801-0494

13：30～16：00 合同就職面接会 市役所　本庁舎新館3階 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540

9：00～17：00 東近江市美術展覧会（第2期　洋画　25日まで開催） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～18：00 「湖国の風景・異国の風景Ⅱ　五個荘編」 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

22 木 10：30～15：00 東近江市地区赤十字奉仕団結成10周年記念式典・研修会 八日市文化芸術会館 社会福祉課　0748-24-5644 050-5801-5644

10：00～16：00 奥永源寺　匠の祭（26日まで開催） 筒井神社周辺（蛭谷町）

10:00～18：00 押し花工房「秋のアート展」（25日まで開催） ショッピングプラザアピア　4階情報プラザ

18:30 東近江市芸術文化祭イベント　「ロビーコンサート　市展・夜間鑑賞」 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～15：00 てんびんの里ふれあい広場（五個荘エコフリーマーケットなど） 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

11：00～15:00 奥永源寺地域で体力測定会 鈴鹿の里コミュニティセンター 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

11：00～20：20 わくわく新発見！”がもう”フェスタ あかね古墳公園　周辺 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207

13：00～15：50 県スポーツ少年団育成会研修大会 あかね文化ホール スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

13：30～14：30 東近江市美術展覧会ギャラリートーク（洋画） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

14：00～15：00 在宅医療講座③「いつもの暮らしに薬箱」 市役所　東庁舎A会議室 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

19：00～20：00 「こんばんは！月の夜におはなし会」（絵本の読み語り、手あそび） 蒲生図書館 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

8:30 第11回東近江市民体育大会　中央大会 長山公園　ほか スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：30～15：30 あいとう直売館　大秋穫祭 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

10：00～15：00 第２回菜の花マルシエ。 あいとうエコプラザ菜の花館 あいとうｴｺﾌﾟﾗｻﾞ菜の花館　0749-46-8100 050-5801-1189

10:00 東近江市健康フェア（血管年齢推定、骨密度測定や講演会） ショッピングプラザアピア 健康推進課　0748-24-5646 050-5801-5646

20 火

水

10 土

24 土

匠の祭実行委員会　090-6558-7548

観峰館　0748-48-4141

23 金

17

徳永押し花工房　0748-22-2940

4 日

土

14 水

7 水

東近江市シルバー人材センター　0749-45-3422

12

平成２７年１０月　主な行事予定【東近江市】

1 木

観峰館　0748-48-4141

25 日

21

愛知川塾（村山邦博）　090-8482-5386

3 土

11 日

18 日

月

滋賀県行政書士会湖東支部　0748-34-3885

東近江笑いの会　090-6112-0508

16 金
東近江市社会福祉協議会　0748-20-0502
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平成２７年１０月　主な行事予定【東近江市】

10:00 ひがしおうみエコフリーマーケット・使用済小型家電回収 市役所　本庁舎駐車場 廃棄物対策課　0748-24-5636 050-5801-5636

13：00～13：45 東近江市美術展覧会ギャラリートーク（写真） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10:00 かんきょう広場（11月4日まで開催） ショッピングプラザアピア　4階情報プラザ 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

11：00～12：00 長谷川雅也画伯寄贈作品贈呈式 市役所　東庁舎　教育長室 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

13:30～15：30 石榑トンネル事故災害対応訓練 国道421号　石榑トンネル付近 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

9：40～11：00 中野幼稚園とみつくり保育園（5歳児）との交流 みつくり保育園 中野幼稚園　0748-23-2132 050-5801-2132

19：30～21：00 第11回東近江市民大学　第5講座 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

28 水 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階研修室 市民生活相談室　0748-24-5616 050-5801-5616

29 木 9：00～17：00 秋の特別企画　戦後70年「戦時中のおもちゃ」（11月30日まで開催） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

10：00～11：00 手話公開講座「聴覚障害者と災害」 市役所　本庁舎本館202会議室 障害福祉課　0748-24-5640 050-5801-5640

11:00 第41回社会人野球日本選手権大会　カナフレックス戦 京セラドーム大阪 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

18：30～20：30 マーケット市友好親善使節団　市民交流会 八日市商工会議所　4階大ホール

ようかいち・まちゼミ（11月29日まで開催） 八日市駅前　周辺の商店街 ようかいち・まちゼミ実行委員会　0748-22-0186 050-5801-3775

10：00～16：00 「実践　起業塾」（創業対策の支援　11月7日、14日、21日、28日も開催） 八日市商工会議所 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540

13:30 「ワイヤーで風景を描こう」 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

13:30～15：30 ハロウィンパーティー 太子ホール（八日市町）

14:30～16：30 宝くじスポーツフェア　ドリームサッカー関連　指導者クリニック 布引グリーンスタジアム スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

14:00～15：30 「牛乳パックでアーチをつくろう」 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

26 月

金

27 火

東近江国際交流協会　050-5802-9606

※「行事予定表」は平成27年9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。

東近江国際交流協会　050-5802-9606

31 土
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