
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

～12月23日 「妖精綺譚-東近江市の妖精の扉と妖精たち-」（幻想的な作品展示） 探検の殿堂 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

～12月27日 昭和基地NOW！「昭和基地の生活　越冬終盤・南極の一年」（展示） 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

～12月27日 申年の大凧スタンプと2畳敷大凧を設置 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

～1月3日 石塔町ペットボトルイルミネーション 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

～1月22日 EastRainbow☆11ｔｈ 八日市駅前　グリーンロード

～1月22日 ひがしおうみBDFイルミネーション 市役所　本庁舎新館　北側壁面 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

1 火 13：30～14：00 　母子保健奨励賞　受賞の市長報告 市役所　市長室 健康推進課　0748-24-5646 050-5801-5646

2 水 10：00～18：00 「中山道を描く」大西治雄スケッチ画展（20日まで開催） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9：00～17：00 「たのしさいっぱいクリスマスの凧たち」（27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

13：15～14：00 大森県営住宅・新大森市営住宅建て替え工事の起工式 県営住宅建て替え予定地（尻無町8） 住宅課　0748-24-5652 050-5801-5652

10:00 能登川地区えびす講（6日まで開催　商店の売り出しや催し、ライブや大道芸） 能登川駅東口一帯 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540

13:00 無償植樹事業　（5日　9：00、14：00も開催） 五個荘北幼稚園　など 幼児施設課　0748-24-5625 050-5801-5625

9：00～12：00 伊庭内湖ヨシ刈り 伊庭町（金刀比羅神社から400m北側の広場） 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

9:00～17：00 水木しげるデザイン「妖怪地大凧」展示（27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

9:00 愛林作業体験と焼き芋イベント 葉枝見橋　河川敷広場（阿弥陀堂町）

9：30～12：00 長峰幼稚園　創立20周年記念事業（式典、はもりべコンサートなど） 長峰幼稚園 長峰幼稚園　0748-55-5335 050-5801-5335

10：00～18：00 古地図から郷土を知る（20日まで開催　古地図の展示） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

10：00～15：00 いちにのさんっ!!第6回活動「ミニリンピック」 湖東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：30～16：30 語り部と歩く元亀騒乱の山城「山城コース」 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

11：00～16：00 妖精綺譚関連イベント「クリスマスツリーをつくろう」（高さ35cmの木工） 探検の殿堂 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

13：00～16：00 滋賀の「くらし・わざ・ちえ」映像めぐりプロジェクト　８ミリフィルム映像発掘・上映会 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13:30 第8回東近江市青少年育成会 あかね文化ホール 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

14：00～15：00 第67回人権週間　オープニングセレモニー ショッピングプラザアピア（八日市浜野町） 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

14:30 冬のお楽しみ会（工作とスペシャルおはなし会） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

8:30 東近江市駅伝競走大会 布引グリーンスタジアム スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

10：30～15：00 語り部と歩く元亀騒乱の山城「百済寺コース」 引接寺（上山町）駐車場　集合 あいとうｴｺﾌﾟﾗｻﾞ菜の花館　0749-46-8100 050-5801-1189

11:00～18：00 第2回びわこチャレンジ音楽祭 旧能登川コミュニティセンター

13:00 妖精綺譚関連イベント「妖精の羽つくり」（針金と布で飾り付け） 探検の殿堂 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

13：30～15：00 「中山道を歩く」関連イベント　基調講演「観光と地域活性化」大西治雄 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

7 月

8 火 10：00～16：00 東近江市文化団体連合会　第10回文化展（13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

11:35 滋賀県次世代創造発信事業「アートのじかん」（生演奏の魅力） 愛東南小学校 愛東南小学校　0749-46-0209 050-5801-0209

9：00～11：30 ほっこりカフェ（和室を開放してのカフェ） 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 木

9：30～12：00 親子ふれあい広場（子育て支援　クリスマス会） 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

9：30～16：30 フラワーアレンジメント＆ニット作品展示（1月11日まで開催） 藤井彦四郎邸 藤井彦四郎邸　0748-42-2602 080-5801-2602

11：00～16：00 笑顔つながる　わくわくこらぼ村（市民活動団体の展示、体験、物販ブース） ショッピングプラザ　アピア4階

14:15 笑顔つながる　わくわくこらぼ村（わがまち協働大賞の発表） ショッピングプラザ　アピア4階 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

13：30～16：00 オリジナルリース創り（木の実や落ち葉を使って制作） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13:30 Osaka　Shion　Wind　Orchestra　コンサート（八日市高校吹奏楽部も出演） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～15：00 歴史に親しむ講座「雪野山古墳の時代」③　会津大塚山古墳と東北の古墳年代記 能登川博物館 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

14：00～16：00 政所茶の魅力に迫る～日本茶の「発生」出版記念講演会～ 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

9：30～14：00 「なーるほど地産地消講座」① （地元産そばの魅力） 永源寺コミュニティセンター フードシステム推進室　0748-24-5573 050-5802-9961

9:30 しめ縄づくりとガリ版で賀状づくり 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

10:00～15：00 「東近江　森の博覧会」 河辺いきものの森 河辺いきものの森　0748-20-5211 050-5801-5211

10:00 ごきげんサンデー ぷらざ三方よし ぷらざ三方よし　0748-48-6678 050-5801-6678

13:00～16：00 妖精綺譚関連イベント「妖精のかんむりつくり」（葉っぱや木の実で飾り付け） 探検の殿堂 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

14：00～15：30 古地図から郷土を知る関連イベント　古地図から読み解く東近江（解説） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

14:00 冬のスペシャルおはなし会（ボランティアグループやまびこの会による） 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

19：30～21：00 青少年問題を語る会　講演「今、私にできること！」 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 アスファルト舗装工事現場見学会（児童や幼児を対象に） 五個荘金堂町（市道竜田金堂線） 道路河川課　0748-24-5651 050-5801-5651

13:30 日章旗（寄せ書き日の丸）返還式 市役所　貴賓室 秘書課　0748-24-5615 050-5801-5615

15 火

16 水

17 木 15:30 駅伝全国大会出場を市長報告　滋賀学園高校陸上部 市役所　本庁舎新館3階 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

18 金

13:00 八南レストラン（20日も開催　完全予約制の高校生レストラン） 八日市文化芸術会館　喫茶セリーヌ

13：30～15：30 冬の民具体験～唐箕と石臼体験～（ソバ打ち体験） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13：30～16：00 クリスマスコンサート（ハンドベルとウクレレ講座受講生による） 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

15:00 日本ラチーノ学院　卒業式 永源寺コミュニティセンター 日本ラチーノ学院　0748-56-1157

17:30～22：00 2015　Lighting　Bell　in　NOTOGAWA　（19日17：00点灯式　26日まで開催） 林中央公園（林町）

17:30 第29回河辺いきものの森　クリスマスコンサート 河辺いきものの森 河辺いきものの森　0748-20-5211 050-5801-5211

9:00～15：00 里山整備「里守隊」定例活動 あいとうエコプラザ菜の花館　集合 あいとうｴｺﾌﾟﾗｻﾞ菜の花館　0749-46-8100 050-5801-1189

9:00～15：00 あいとう直売館謝恩セール 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

9：30～13：30 「なーるほど地産地消講座」②　（冬野菜で韓国料理） 愛東支所 フードシステム推進室　0748-24-5573 050-5802-9961

21 月

平成２７年１２月　主な行事予定【東近江市】

3 木

八日市商工会議所青年部　0748-22-0186

4

NPO法人　まちづくりネット東近江　0748-24-5571

5 土

東近江土木事務所　河川砂防課　0748-22-7737

9 水

金

びわ湖チャレンジ音楽祭　0748-42-03806 日

11 金

月

20 日

19 土

県立八日市南高等学校　0748-23-2151

12 土

13 日

能登川まちづくり協議会　050-5802-2793

14
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平成２７年１２月　主な行事予定【東近江市】

22 火

9：00～12：00 親子凧作り教室「サンタクロースの凧作り」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

9：00～14：00 「なーるほど地産地消講座」③　（冬野菜の収穫体験） 御園コミュニティセンター フードシステム推進室　0748-24-5573 050-5802-9961

10：00～16：00 妖精綺譚関連イベント「オトノワ-音のワークショップ-」（音遊び） 探検の殿堂 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

10:00 PCALiイベント「博物館思い出辞典をつくろう」（オリジナル辞典つくり） 探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

24 木

25 金 10：00～12：00 しめ縄づくり 愛東南こどもの家 こども家庭課　0748-24-5643 050-5801-5643

26 土

27 日

28 月 20：00～2：00 東近江市消防団年末特別警戒（激励式20：00　　30日まで実施） 市役所　本庁舎新館　313会議室 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

29 火

30 水

31 木

※「行事予定表」は平成27年11月20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。

23 水
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