
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

4月10日まで 齊藤江湖の書展「竹」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

4月17日まで 「ミニ展示　固有・在来の食の可能性」 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

4月17日まで SAKURAまちわびキャンペーン 永源寺支所　ほか 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

4月22日まで 市制20周年への歩み事業「10年後への手紙事業」 市役所本庁舎、各支所、商工会議所など 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

4月24日まで 第116回企画展「土の中のタイムカプセル　能登川石田遺跡」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9:30～17：00 ミニ西堀榮三郎語録展（7月31日まで開催） 探検の殿堂　西堀榮三郎記念館 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

16:30 八日市まちづくり公社　設立式 市役所　本庁舎本館301会議室 総合政策課　0748-24-5562 050-5801-5690

9:00～9：30 八日市寺小規模保育事業所の開所　オープニングセレモニー 八日市寺小規模保育事業所 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647

10:00 能登川駅前地域おこし協力隊　苔玉ワークショップ 二丁目植堂（垣見町） 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540

18:00 羽田の松明行事とフキハヤシ　（松明行事：お渡りと大松明点火） 羽田神社　ほか 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

19:30 最上踊り　宵宮（大森町　大森神社、尻無町　八幡神社） 尻無町　八幡神社　ほか 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

8:30 平成２８年度東近江市消防団入団式 愛東コミュニティセンター 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

10:30～15：00 地域おこし協力隊　竹でスタードームづくりワークショップ 道の駅あいとうマーガレットステーション 愛東支所　0749-46-0211 050-5801-0211

13:00 羽田の松明行事とフキハヤシ　（フキハヤシ奉納） 羽田神社　ほか 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

13:30 最上踊り　本日（大森町　公民館前、尻無町　自治会館前） 尻無町自治会館前　ほか 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

11:00 まちづくり協議会の認定書交付式 市役所　貴賓室 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

14:00 第4期地域おこし協力隊（奥永源寺地域）　委嘱式 市役所　貴賓室 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

5 火 9:40 ピカッとワンONE作戦　愛犬への反射材を啓発 五個荘七里町会議所　ほか 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

6 水

7 木

8 金

9 土 10：00～12：00 猪子山探検隊-春を見つけよう- 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

10 日 11：00～14：00 赤塚先生　料理教室 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 月

12 火 11:00 ピカッとワンONE作戦　愛犬への反射材を啓発 中野コミュニティセンター　ほか 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

13 水

14 木 9:00～17：00 みんな来い!来い!「鯉の凧展」（5月8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

15 金

10：00～15：00 えいなび・永源寺桜への道しるべフェア2016 道の駅　奥永源寺渓流の里 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

10:00 能登川駅前地域おこし協力隊　苔玉ワークショップ 二丁目植堂（垣見町） 商工労政課　0748-24-5565 050-5801-1140

10:00 中路融人記念館　オープン式典10：00、特別無料観覧会14：00 中路融人記念館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

13:30 「川・湖に育まれた食文化-ホンモロコを主役に-」④ 能登川図書館 河辺いきものの森　0748-20-5211 050-5801-5211

9:30～17：00 「中路融人の世界-湖国の風景に魅せられて-」（7月24日まで開催） 中路融人記念館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

9:30～17：00 リユーアルオープン記念展「ふるさと蒲生野を愛した洋画家　野口謙蔵」 近江商人博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

10：00～15：00 菜の花エコフェスタ2016 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

18 月

19 火 13:00 東近江市参与　委嘱式 市役所　市長室 森と水政策課　0748-24-5524

20 水 9:30～16：30 商家に伝わる武者人形めぐり（5月29日まで開催） 五個荘近江商人屋敷　ほか 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

21 木 9：00～12：00 地域おこし協力隊が市の花ムラサキ植え付け予定地に獣害対策フェンス設置 開墾畑（君ヶ畑町800番地） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

22 金 13:45 教育旅行：農家民泊の受け入れ　浜松市（23日まで受け入れ） 愛東支所 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

6：30～17：00 千草街道を往く 永源寺コミュニティセンター　集合 永源寺地区まちづくり協議会　0748-27-1060　 050-5802-9336

11:00 市制20周年への歩み事業「東近江市はひとつ」市民パレード 大津地方法務局東近江出張所～市役所 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

11：00～15：00 本町SHOW店街INびわこジャズ東近江 本町商店街

12：00～17：00 第8回びわこジャズ東近江2016 近江鉄道八日市駅～市役所

11：00～15：00 本町SHOW店街INびわこジャズ東近江 本町商店街

11：00～16：00 第8回びわこジャズ東近江2016 近江鉄道八日市駅～市役所

14:00 上麻生町・蒲生岡本町のケンケト祭り 旭野神社（上麻生町61）　ほか 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

25 月

26 火

27 水 10：00～18：00 第117回企画展「滋賀の野生ラン写真展」（6月5日まで開催） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

28 木 13:30 東近江市観光ボランティアガイド協会定期総会 市役所　本庁舎新館317会議室 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

9:00～17：00 ゴールデンウィークは大凧会館で”色んなおもちゃで遊んじゃおう!!”（5月8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

10:00～16：00 第4回奥永源寺山歩道 奥永源寺地域一帯 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

13:30 「中路融人の世界-湖国の風景に魅せられて-」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

15:00 ビンゴdeラッキー 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

9：00～12：00 こども交通安全教室 クレフィール湖東（平柳町22-3） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

10:30～11：30 科学探検隊ココロボ 体験会＆説明会 探検の殿堂　西堀榮三郎記念館 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

日

本町SHOW店街実行委員会　070-5501-5969　

30 土

4 月

金

びわこジャズ東近江2016実行委員会　0748-22-4588

びわこジャズ東近江2016実行委員会　0748-22-4588

16 土

本町SHOW店街実行委員会　070-5501-5969　
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1 金

3 日

2 土

平成２８年４月　主な行事予定【東近江市】

※「行事予定表」は平成28年3月31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 土

17 日
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