
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
～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4日 かんきょう広場 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
～11月25日 永源寺支所でLEDイルミネーション点灯 永源寺支所 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121
～11月29日 ようかいち・まちゼミ 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
～11月29日 特別企画展「華麗なる清朝後期の書画」 観峰館（五個荘竜田町）
～11月30日 秋の特別企画　戦後70年「戦時中のおもちゃ」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140
9：00～14：00 東近江秋まつり（農林水産まつり） 市役所東庁舎駐車場 農業水産課　0748-24-5560 050-5801-5660
9：00～15：00 ドリームサッカー　in　Higashiomi　（サッカー教室や試合など） 布引グリーンスタジアム スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674
10：00～16：00 「エトコロ　de　あつまるしぇ」（29日までの毎週末に開催） 子民家エトコロ（林町） 東近江市商工会本部　0749-46-8770 050-5802-9407
10：00～12：00 東近江市芸術文化祭　地区イベント　こども映画「あなたをずっとあいしてる」 あかね文化ホール 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13:30 刀剣の美　鑑賞のツボ　鍛刀場見学会 北川正忠鍛刀場（五個荘平坂町） 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134
13：30～15：30 特別企画展「華麗なる清朝後期の書画」記念講演 観峰館（五個荘竜田町）
14：00～15：30 Raptyジェラート祭 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

9:00 マーケット市友好親善使節団　送別式 市役所　本庁舎本館　１階ロビー 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610
11：00～14：00 介護者のつどい（6日と12日も開催） クレフィール湖東（平柳町） 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641
9：00～15：00 東近江秋まつり（二五八まつり） 市役所本庁舎東庁舎駐車場 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540
9：00～14：30 ことうふるさとまつり2015 湖東支所周辺 湖東コミュニティセンター　0749-45-0950 050-5801-0950

10:00 東近江市市政功労者表彰・教育委員会表彰 五個荘コミュニティセンター 秘書課　0748-24-5615 050-5801-5615
10:00 白洲正子の「かくれ里」を征く（君ヶ畑町内の名所巡りと能面展示・解説） 高松御所金龍寺（君ヶ畑町）

10:00～18：00 びわこ学院大学　大学祭 びわこ学院大学（布施町）
10：30～11：30 むかし遊びのパフォーマンスとワークショップ（独楽技） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140
12：30～15：00 アマチュアバンドコンサート 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

4 水 16:30 未成年者喫煙防止街頭啓発キャンペーン 近江鉄道八日市駅前 市民税課　0748-24-5604 050-5801-5604
10：00～18：00 国重要文化財「雪野山古墳出土品」特別公開（15日まで開催） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761
10：00～18：00 特別展示「東近江市所蔵　美術作品紹介展示」（29日まで開催） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761
13：30～16：00 あいとう直売館　出荷者育成講座 愛東コミュニティセンター 愛東コミュニティセンター　0749-46-2267 050-5801-2267
9：00～17：30 第11回東近江市子ども芸術展（12日まで開催　小中学校など1500点） 八日市文化芸術会館 学校教育課　0748-24-5671 050-5801-5671

14:00 松居友さん講演会「わたしの絵本体験」 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030
17：30～18：30 第６５回社会を明るくする運動作文コンテスト　入賞者受賞式 市役所　本庁舎新館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672
19:00～21：00 みんなのふるさと祭り　良い夜いコンサート 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050
10：00～16：00 「実践　起業塾」②（創業対策の支援　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
10：00～12：30 秋の民具体験-七輪でサンマを焼こう- 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761
10：00～14：00 くりみフェスタ・音楽会 能登川北小学校 能登川北小学校　0748-45-0002 050-5802-2288
10:30～12：00 松居友さん講演会「わたしの絵本体験　ミンダナオの子どもと日本の子ども」 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515
10：30～15：00 ミニライブ（8日も開催） 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
11：00～15：00 ものづくり市 道の駅　奥永源寺渓流の里 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

13:00 JFL　MIOびわこ　今季ホーム最終戦　ヴェルスパ大分戦 布引運動公園陸上競技場 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610
13：30～15：00 歴史に親しむ講座「雪野山古墳の時代」①（②は11月14日に開催　全4回） 能登川博物館 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011
17：00～20：30 大本山永源寺ライトアップ（29日まで開催） 大本山永源寺（永源寺高野町）

9：00～17：00 フレンドフェア大阪（８日も開催　モンベルのフレンドタウンとして出展） インテックス大阪 森と水政策課　0748-24-5524
9：00～15：00 万葉の郷ぬかづか　収穫祭 万葉の郷ぬかづか（糠塚町） 農業水産課　0748-24-5573 050-5802-9961
9：00～15：15 蒲生いきいきあかねフェア＆ふくろう祭り 蒲生支所　駐車場 東近江商工会蒲生支部　0748-55-0196 050-5802-2312
11：00～16：30 健口いきいきフォーラム ショッピングプラザアピア
13:30～15：30 「いのちのつながりに立ち会う-ビワマスの遡上と産卵-」 永源寺コミュニティセンター 河辺いきものの森　0748-20-5211 050-5801-5211

9 月 第2回就職フェア　保育体験（12月18日まで開催） 希望する園 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647
10 火 8:30～16：00 聖徳中学校　職場体験（5日から11日まで実施） 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 050-5801-2132

14：00～16：00 介護者の日講演会 市役所　本庁舎新館314会議室 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641
18：30～ 講演会「組織つくりの本質を、宝塚100年の伝統から学ぶ」 八日市商工会議所

9:00 日本ラチーノ学院の生徒が地元自治会老人クラブと餅つき 日本ラチーノ学院（甲津畑町） 広報課　0748-24-5611 050-5801-5611
9:30～11：00 親子ふれあい広場（子育て支援　人形劇） 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
8:30～14：00 中野幼稚園5歳児遠足 河辺いきものの森 中野幼稚園　0748-23-2132 050-5801-2132

第2回保育フェア（保育所見学・体験　13日、18日、20日に開催） 八日市すみれ保育園　ほか 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647
10：00～12：00 論語素読講座（②　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
10:00～16：30 ガリ版伝承館企画展2015　（11月中に7回開催） ガリ版伝承館 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207
10:30～12：00 ブラジルのおはなし会 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515
10：30～12：00 猪子山探検隊-秋をみつけよう- 猪子山登山口（能登川ひばり保育園前） 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761
13：00～16：00 第４６回青少年の主張大会　八日市支部 市役所　本庁舎新館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672
13：00～20：30 みんなのふるさと祭り＆特産品フェア（15日も開催） 永源寺コミュニティセンター
13：00～16：00 こどもと子育てを地域で支えるつどい あかね文化ホール こども相談支援課　0748-24-5663 050-5802-3275
13:30～16：00 防犯・暴追フェア2015（功労表彰、ポスターコンクール表彰、啓発劇） ショッピングプラザアピア 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617
14:00～15：00 東近江市芸術文化祭　市役所本庁舎本館ロビーコンサート 市役所　本庁舎本館ロビー 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

17:00 ブルーライトアップ：大本山永源寺ライトアップ 大本山永源寺（永源寺高野町）

8：00～10：00 朝桜中学生が地域の駅や公演を清掃 近江鉄道　桜川駅前 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207
9:00 木地師街道てくてくウォーク 旧政所小学校グラウンド　　集合

9:00～13：00 おいでやす日曜市（市場一般開放） 八日市公設地方卸売市場 八日市公設地方卸売市場　0748-23-6671 050-5801-1136
10:00 いきいき農園収穫祭 ファームトピア蒲生野いきいき農園 農業水産課　0748-24-5561 050-5801-9020

14：00～16：00 婚活Party　vol.1 中之島バンクス内（大阪市） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610
8：00～18：00 市役所本庁舎本館に売店「Mitte」がオープン 市役所　本庁舎本館1階ロビー 障害福祉課　0748-24-5640 050-5801-5640
10:30～13：00 魚のゆりかごプロジェクト　能登川北小学校4年生と栗見出在家町が料理教室 能登川北小学校
9:30～11：30 能登川支所・コミュニティセンター　内覧会 能登川支所・コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

20:30 姉妹都市使節団出迎え　韓国：場岩面　（20日まで滞在） 市役所　本庁舎新館ロビー
10：00～18：00 特別展示「東近江市所蔵　美術作品紹介展示」（29日まで開催） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13:00 グッドパートナーセミナー びわこ学院大学（布施町） 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620
8：00～15：30 秋の工場見学ツアー（びわこ京阪奈線鉄道建設期成同盟会） JR彦根駅　東口ロータリー　集合 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658
9：30～14：00 家庭的保育基礎研修（11月4日、12日、19日、25日に開催） 市役所　本庁舎新館　320会議室 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647
13：00～16：00 八日市文化協会文化展（23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

7:30～8：30 児童虐待防止オレンジリボンキャンペーン JR能登川駅 こども相談支援課　0748-24-5663 050-5802-3275
10:00 能登川支所・コミュニティセンター　竣工式 能登川支所・コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9:00～11：00 認知症による徘徊者の早期発見・声かけ訓練 東市辺草の根ハウス（市辺町） 東近江市社会福祉協議会　0748-20-0555 050-5801-1125
9:30 能登川地区第57回文化祭（23日まで開催　模擬店、歴史講演会など） 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

13：30～15：00 第11回東近江市民大学　第6講座　講師　ジャーナリスト櫻井よしこさん 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672
14:30 ガリ版伝承館　記念講演会　（18：00　ガリ版愛好者の全国集会） 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
17:30 ともしびミニライブ：大本山永源寺ライトアップ（22日も開催） 大本山永源寺（永源寺高野町）

18:00 永源寺支所　光る缶バッチ配布 大本山永源寺（永源寺高野町） 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121
19:30 平成28年度祝新成人大凧のり付け式 東近江大凧会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9:30～15：30 棚田deピクニック 杠葉尾町自治会館（杠葉尾町）　集合 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610
10：00～15：00 東近江市学童保育フェスティバル あかね文化ホール

10:30 ガリ版伝承館　ガリ版印刷実演会 ガリ版伝承館 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207
9:00～15：00 「よーきて喫茶」 道の駅　奥永源寺渓流の里 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

9:00 レディースバレーボール大会 布引運動公園体育館 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674
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平成２７年１１月　主な行事予定【東近江市】

10:00～17：00 東近江市芸術文化祭　芸能フェスティバル 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672
24 火 9:30 第2回環境審議会 市役所　本庁舎新館3階　313会議室 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

13：30～16：30 地場農畜産物ひがしおうみのめぐみ異業種交流会 永源寺コミュニティセンター 農業水産課　0748-24-5573 050-5802-9961
　母子保健奨励賞　表彰式 東京ガーデンパレス（東京都文京区） 健康推進課　0748-24-5646 050-5801-5646

26 木
13:30 東近江市消費者セミナー 市役所　本庁舎新館3階　314会議室 市民生活相談室　0748-24-5619 050-5801-5635

19:00～21：00 東近江市芸術文化祭　秋の映画の夕べ「がんばっぺフラガール!」 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672
9：30～17：00 レンタルミュージアム施行企画「妖精綺譚」（12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
10：00～12：00 防災減災のつどい（講演、耐震改修相談） あかね文化ホール 建築指導課　0748-24-5656 050-5801-5656

13:00 東近江市文学祭 あいとうマーガレットステーション

17:00～23：00 EastRainbow☆11ｔｈ　（平成28年1月22日まで開催） 八日市駅前　グリーンロード
8：45～11：00 水車ウォーク 能登川スポーツセンター スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674
9：30～11：30 環境美化の日一斉清掃 葉枝見橋北詰　集合（阿弥陀堂町） 廃棄物対策課　0748-24-5636 050-5801-5636

10:00 びわこの東側　就農移住「はじめの一歩」ツアー あいとうエコプラザ菜の花館 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610
14:00 はもりべコンサートツアー2015 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

17：00～21：00 石塔町ペットボトルイルミネーション（平成28年1月3日まで開催） 草の根広場（石塔町） 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207
30 月

29 日

東近江文学会　0748-22-2670
28 土

八日市商工会議所青年部　0748-22-0186

25 水

※「行事予定表」は平成27年10月22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。

27 金
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