
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

2月19日まで 特別企画「鬼の凧・福の凧」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

2月19日まで ちょっとむかしの道具たち 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

2月23日まで 近江商人パネル展 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

2月26日まで ネパールドダウリ村のキルト展 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

3月31日まで 鈴鹿山懐夜話　三高山岳部の手記 西堀栄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

4月2日まで 中路融人の世界Ⅳ―新春を寿ぐ― 中路融人記念館 近江商人博物館・中路融人記念館　0748-48-7101 050-5802-3134

9：30～16：30 商家に伝わるひな人形めぐり（3月20日まで） 五個荘近江商人屋敷ほか 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

13：30～15：00 さわやかセミナー（お楽しみ会・閉講式） 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

14：00～16：30 東近江市で活動するコミュニティビジネスを知ろう てんびんの里文化学習センター NPOまちづくりネット東近江　0748-56-1277

8：30～17：15 かえでちゃんのバレンタインキャンペーン（14日まで） 永源寺支所 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

10：00～18：00 Moco's House製作えほん「あっちゃんあがつく」シャドーボックス展（3月4日まで） 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300

2 木

3 金 10：00～ 節分祭 押立神社 押立神社　0749-45-2094

9：00～12：00 親子凧作り教室～東近江のガオさんの凧を作ろう～ 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

10：00～ ぬくもりメッセージ2016表彰式・公演 愛東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

ぬくもりメッセージ2016作品展示（8日まで） 愛東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

7：00～20：00 東近江市長選挙・東近江市議会議員補欠選挙 市内各投票所 選挙管理委員会　0748-24-5600　 050-5801-5600

10：00～15：00 赤い糸プロジェクトVOL21　ふたりでうつわをつくろう！ 蒲生コミュニティセンター集合 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

10:00～16:00 マーケティングのプロに学ぶ「創業塾」（12日、19日も開催・全５回講座） 八日市商工会議所 八日市商工会議所　0748-22-0186

14：00～ やってみよう！男子ちくちく部（自分だけのペンケース作り） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

6 月

7 火

8 水

9 木 10：00～12：00 親子ふれあい広場「お母さんのための製作」 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

ぬくもりメッセージ2016作品展示（15日まで） ショッピングプラザアピア4階情報プラザ 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：30～11：30 ものわすれ相談室 市役所本庁舎本館102会議室 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

11 祝 13：30～14：00 中路融人の世界Ⅳギャラリートーク 中路融人記念館 近江商人博物館・中路融人記念館　0748-48-7101 050-5802-3134

11：00～15：00 プレママ・パパフェスティバルin能登川 能登川コミュニティセンター 子民家エトコロ　080-2427-1697

14：00～15：30 東近江市文化団体連合会講演 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13 月

14 火 8：45～ 第５期地域おこし協力隊委嘱式 市役所本庁舎本館3階貴賓室 商工労政課　0748-24-5565 050-5801-5565

9：30～11：30 地域サロン応援講座 湖東保健センター 湖東保健センター　0749-45-3331 050-5801-3331

13：30～15：00 すこやか学級・さわやかセミナー合同追加講座 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

8：30～17：15 かえでちゃんのひなまつりキャンペーン（3月3日まで） 永源寺支所 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

16 木 13：30～15：30 女性活躍推進学習会 日本茶カフェ　茶ろん坪六 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

17 金

10：00～、14：00～ にんげん雛絵巻まつり（19日も開催） 近江商人屋敷外村繁邸 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：30～11：30 かえでちゃんひな人形めぐり 近江商人屋敷外村繁邸 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

13：30～16：00 まちづくりシンポジウム 愛東コミュニティセンター 総合政策課　0748-24-5562 050-5801-5690

13：30～ ネパールをより深く（ネパール音楽のコンサート） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

9：00～12：00 おいでやす日曜市 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

9：00～17：00 玉緒ちいさな美術館（25日まで） 玉緒コミュニティセンター 玉緒コミュニティセンター　0748-22-6479 050-5810-6479

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 050-5801-0207

12：40～16：30 第13回外国人による日本語スピーチ大会 能登川コミュニティセンター びわこ日本語ネットワーク事務局　077-523-1061

13：30～16：00 春を染めよう 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

20 月

21 火 9：30～11：30 地域サロン応援講座 蒲生コミュニティセンター 蒲生支所　0748-55-2910 050-5801-2910

22 水 10：00～18：00 第19回能登川中学校卒業制作展（3月5日まで） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

23 木

24 金 9：30～11：30 地域サロン応援講座 八日市保健センター 八日市保健センター　0748-23-5050 050-5801-5050

10：00～12：00 地域から医療福祉を考えるフォーラム 五個荘コミュニティセンター 長寿福祉課　0748-24-5645 050-5801-5645

10：00～15：00 聴覚障害者と民生委員児童委員の学習会＆交流会 湖東コミュニティセンター 障害福祉課　0748-24-5640 050-5801-5640

13：30～15：00 花結び体験 てんびんの里文化学習センター 近江商人博物館・中路融人記念館　0748-48-7101 050-5802-3134

26 日

27 月

28 火 9：30～11：30 地域サロン応援講座 能登川保健センター 能登川保健センター　0748-42-8702 050-5801-8702

平成２９年２月　主な行事予定【東近江市】

※「行事予定表」は平成29年1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。
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