
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11日まで ステップアップ夜コース写真展示 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9月18日まで 企画展「からくりをつくる人々-市民とつくる博物館のかたち-」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

10月10日まで 中路融人の世界Ⅱ-光おりなす情景- 中路融人記念館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

10月31日まで 東近江地域の農産物直売所スタンプラリー 参加直売所 東近江地域農業センター　0748-23-0859

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

9：00～17：00 五個荘地区社協　米寿写真展（9月20日まで） 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

13：30～15：30 東近江市消費者セミナー 市役所　本庁舎新館314会議室 市民生活相談室　0748-24-5619 050-5801-5635

14：00～ 玉緒小学校体育館・プール竣工式 玉緒小学校体育館 学校施設課　0748-24-5627 050-5801-5627

9:00～16：00 まち歩き果樹コース「くだもののまち愛東の果樹といっぷくを楽しむ」（9月4日も開催） あいとうマーガレットステーション集合 愛のまちエコ倶楽部　0749-46-8100 050-5801-1189

13:30～16：00 第12回人権ふれあい市民のつどい 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13:30～14：00 中路融人の世界Ⅱ-光おりなす情景-　ギャラリートーク 中路融人記念館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

9：30～16:00 森の博覧会　Vol.2 あいきょうの森 河辺いきものの森　0748-20-5211 050-5801-5211

9：00～ 東近江市民体育大会　水泳 布引運動公園プール スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

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

8：30～17：00 五個荘地区ソフトボールフェスティバル きぬがさ公園・五個荘中学校 五個荘地区体育協会　0748-48-2737 050-5801-2737

14：00～ あいとうぶどうまつり あいとうマーガレットステーション あいとうマーガレットステーション　0749-46-1110 050-5801-1110

5 月

8：30～17：15 市民ギャラリー「水墨画とトールペイントの親子展」（～9月30日まで） 市役所　本庁舎本館ロビー 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～ 市内最高齢者を市長が訪問 対象者自宅ほか 長寿福祉課　0748-24-5645 050-5801-5645

19：30～21：00 東近江市民大学　第４講座（講師：土井善晴さん） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

7 水 10：00～11：30 食物アレルギー講習会 市役所　本庁舎新館313会議室 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

8 木

9 金

9：20～17：00 就農移住「はじめの一歩」ツアー　新しい「農」あるくらし あいとうエコプラザ菜の花館ほか 観光協会　0748-48-2100

10：00～12：00 論語素読講座「孔子とその弟子たち-子路-」 中路融人記念館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

10：00～ 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

10：00～18：00 追求の先に･･･美を拓くものたち展　Part4（11月27日まで） 西堀榮三郎記念探検の殿堂 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

9:00 バレーボールカーニバル 布引運動公園体育館 東近江市バレーボール協会　0748-23-2376

9:15～11：30 永源寺ウォーク 永源寺支所集合 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

10：00～18：00 山（さん）　ふたりのはんこ展（10月2日まで） 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

10:00～16：00 政所町所蔵国の重要文化財　能衣装・能面公開 政所町八幡神社境内 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

10：15～11：45 「絵本で子育て」講座 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

13：30～16：30 「鈴鹿の森おこし」シンポジウム 能登川コミュニティセンター 森と水政策課　0748-24-5524

13：30～15：30 第５回東近江医療圏がん診療市民公開講座「家族ががんになったとき」 東近江総合医療センター（五智町） 滋賀医科大学医学部付属病院　077-548-3625

12 月

13 火 15：00～17：00 認知症連続講座　①認知症という病気について　 市役所　本庁舎新館314会議室 福祉総合支援支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

14 水

15 木 10：00～11：30 親子ふれあい広場「リトミック」 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

15 木 東近江美術協会デッサン教室 社会福祉センターハートピア 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

15:30 ㈱寺嶋製作所が熊本義援金を市長へ 市役所　本庁舎本館市長室 蒲生支所　0748-55-1161 050-5801-1161

13:30～16：00 八日市南高校生が道の駅入り口の庭園整備（23日、30日も実施） 道の駅奥永源寺渓流の里 道の駅奥永源寺渓流の里　0748-29-0428

6：30～8：00 ふるさと蒲生野川づくり事業「除草作業とゴミ拾い」 日野川（蒲生グラウンド集合） まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

9：30～17：00 秋季企画展　シリーズ近江商人群像「小泉重助展」（11月27日まで） 近江商人博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

9：30～17：00 永源寺に伝わる書画―開山寂室元光禅師650年遠諱―（11月20日まで） 観峰館 観峰館　0748-48-4141

13：00～16：00 東近江市文化団体連合会「芸能発表会」 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

18：00～20：40 悠久の丘　お月見コンサート 悠久の丘あかね古墳公園 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0208

19：00～21：00 五個荘近江商人屋敷　夜間特別開館（9月19日まで） 藤井彦四郎邸 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

8：50～ 市職員採用第１次試験（社会人対象、初級事務、福祉職） 市役所　本庁舎新館 職員課　0748-24-5601 050-5801-5601

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

10：00～、13：00～ 髙松御所金龍寺　木地師の指定文化財公開ツアー 君ヶ畑町髙松御所金龍寺内 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

9：00～15：00 里山整備活動「里守隊」定例活動 あいとうエコプラザ菜の花館集合 愛のまちエコ倶楽部　0749-46-8100 050-5801-1189

19 月 10：30～ 秋の全国交通安全運動「交通安全イベント」 道の駅あいとうマーガレットステーションほか 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

20 火

21 水 16:30～17:00 交通安全啓発（自転車） 能登川駅西口 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

22 木 9:30～11：40 平成28年度能登川交通安全推進大会 能登川コミュニティセンター 能登川支所　0748-42-9912 050-5801-9912

23 金 10：00～18：00 動物が好き・薮内正幸原画展（10月23日まで） 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

16:00～21：00 中山道灯り路 五個荘地区　旧中山道沿線 五個荘地区まちづくり協議会　0748-48-7303 050-5801-7303

14：00～15：30 東近江市民大学　第５講座（講師：菊池桃子さん） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

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

9：00～ 東近江市民体育大会　バドミントン 布引運動公園体育館 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：40～ 東近江市民体育大会　弓道 布引運動公園体育館　弓道場 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

8：30～15：30 楽しく泳ごう会 布引運動公園プール 布引運動公園プール　0748-25-0045 050-5802-2538

10：00～15：00 菜の花マルシェ あいとうエコプラザ菜の花館 愛のまちエコ倶楽部　0749-46-8100 050-5801-1189

10：00～11：00 「そらの鳥こども園」入園説明会 能登川コミュニティセンター 学校法人ヴォーリズ学園　0748-32-3444

13：30～16：00 ガリ版アート講座 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 050-5801-0208

26 月 16:30～17:00 シートベルト・チャイルドシート着用街頭啓発 東近江警察署前交差点 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

27 火

28 水

29 木 13：30～16：30 高齢者ふれあい交通安全教室 ㈱八日市自動車教習所（妙法寺町） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

30 金

16 金

平成２８年９月　主な行事予定【東近江市】

土

18 日
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※「行事予定表」は平成28年9月12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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