
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

3月3日まで かえでちゃんのひなまつりキャンペーン 永源寺支所 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

3月4日まで 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 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300

3月5日まで 第19回能登川中学校卒業制作展 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

3月12日まで ひな人形の凧展 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

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

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～ 五個荘あさひ幼児園竣工式 五個荘あさひ幼児園 幼児施設課　0748-24-5625 050-5801-5625

10：00～12：00 地域おこし協力隊　研修成果発表会 市役所本庁舎新館315・316会議室 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

8：30～17：15 かえでちゃんのｴｲｹﾞﾝｼﾞｻﾞｸﾗ咲く!咲く!ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（4月21日まで） 永源寺支所 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

10：00～ 愛東あいあい幼稚園竣工式 愛東あいあい幼稚園 幼児施設課　0748-24-5625 050-5801-5625

14：45～ 愛東中学校が社協へ寄付 あいとう和楽ほか 東近江市社会福祉協議会　愛東事務所　0749-46-2044 050-5802-2990

9：30～12：00 おしゃべりクッキング　「ひなまつりのお菓子作り」 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

10：00～10：30 青年海外協力隊が表敬訪問 市役所本庁舎本館３階副市長室 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

10：30～12：00 貝合わせ遊びとお茶会 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

11：00～14：00 春の五十年森　ピクニックマーケット 五十年森（今崎町） 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

14：00～ 春のﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ　「ピアノとヴァイオリンの調べ」 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

14：00～15：00 世界のたいこ！たたいて奏でてつながろう 愛東図書館 愛東図書館　0749-46-2266 050-5801-2266

7：00～ 東近江市消防団春季火災防御訓練（蒲生会場） 大塚町・田井町地先 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

7：30～ 東近江市消防団春季火災防御訓練（能登川会場） 猪子町地先 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

14：00～ フォークギターコンサート あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

19：30～21：00 人権のミニ講座・総会　「笛の演奏とお話」 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

8：30～17：00 パソコンボランティア能登川　和ねっと！作品展（3月31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

13：15～13：45 園児による工事現場見学会 近江鉄道八日市駅前（八日市本町） 道路河川課　0748-24-5651 050-5801-5651

7 火

11：30～ 滋賀学園高等学校野球部のセンバツ出場激励会 市役所本庁舎本館302会議室 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

10：00～18：00 「スキ！ひがしおうみ市」フォトコンテスト応募写真展(4月23日まで） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

10：00～18：00 「あっちゃんあがつくたべものあいうえお」シャドーボックス展(3月19日まで） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

15：00～17：00 幼児教育における園内研究発表会 湖東コミュニティセンター 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647

10：00～12：00 親子ふれあい広場　「お別れ会」 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

10：30～11：30 音楽の散歩道（「米田正博とスリーエコーズ」の演奏） あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

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

13:30～15：00 自転車シミュレーターを利用した交通安全教室 湖東コミュニティセンター 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

9：30～14：30 あんなトコ　こんなトコ　八日市まち歩き2017 八日市コミュニティセンター集合 八日市コミュニティセンター　0748-23-4120 050-5801-1141

10：00～12：00 論語素読講座　「孔子とその弟子たち～曽参～」 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

10：00～18：00 企画展　これがトーゴだ。「アフリカの笑顔」と称されるトーゴ共和国（5月7日まで） 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

10：00～11：30 かえでちゃんがいなべ市梅まつり「うまいもん市場ゆるキャラ大集合」に出演 三重県いなべ市農業公園 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

10：00～14：00 2017てんびんの里　わくわく広場 五個荘体育館 五個荘地区社会福祉協議会　0748-48-4750 050-5801-1168

10：30～15：30 ひがしおうみの地酒＆うまいもん市in本町パサージュ 八日市本町商店街 八日市商工会議所　0748-22-0186 0

14：00～ きらり！えいげんじ再発見⑮「木地屋物語の講演会」 永源寺コミュニティセンター 永源寺まちづくり協議会 050-5802-9336

19：00～ 春のサタデーナイトライブ 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

10：00～ ごきげんサンデー ぷらざ三方よし 東近江市観光協会　0748-48-2100 050-5801-6678

13：30～ 蒲生地区まちづくり協議会10周年記念式典 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

14：00～15：00 春のスペシャルおはなし会 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

13 月

14 火 9：30～ 市立中学校卒業式 市立各中学校 学校教育課　0748-24-5671 050-5801-5671

9：30～ 市立幼稚園・認定こども園卒園式 市立各幼稚園・認定こども園 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647

10：00～15：00 淡海観光ボランティアガイド連絡協議会東近江ブロック交流研修会 てんびんの里文化学習センターほか 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

9：00～17：00 三波捷昭　「切り絵の部屋　～黒と白の美～」(4月9日まで） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

10：30～12：00 講演会「マメ先生にきく　いまどきの子育てに大切なこと」 永源寺コミュニティｾﾝﾀｰ 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

17 金 9：00～ 市立小学校卒業式 市立各小学校 学校教育課　0748-24-5671 050-5801-5671

10：00～16：00 渓流の里　春まつり2017（3月19日も開催） 道の駅　奥永源寺渓流の里 奥永源寺渓流の里運営協議会　0748-29-0428

10：30～11：30 たのしいパネルシアターとふれあいあそび(乳幼児と保護者） 愛東図書館 愛東図書館　0749-46-2266 050-5801-2266

10：00～15：00 マックスクラブ発表会＆あかねっ子フェスタ 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

12：00～ 御河辺祭り（例大祭） 河桁御河辺神社 河桁御河辺神社　0748-22-2241

9：30～17：00 「静かなる蒲生」福山敬之展（3月26日まで） 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

13：00～ 市民ふれあいチャリティカラオケうた祭り あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

21 火

22 水 18：00～ 八日市高校剣道部（女子）全国大会出場激励会 市役所東庁舎東Ａ会議室 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：30～ 市立保育園卒園式 市立各保育園 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647

18：30～21：00 地域創生講座　「知りたい人に届く地域の情報発信のコツ」 市役所本庁舎新館 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

19：30～ 平成28年度東近江市体育協会表彰式 てんびんの里文化学習センター スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

24 金

9：00～ 五個荘あさひ幼児園内覧会 五個荘あさひ幼児園 幼児施設課　0748-24-5625 050-5801-5625

9：00～ 愛東あいあい幼稚園内覧会 愛東あいあい幼稚園 幼児施設課　0748-24-5625 050-5801-5625

9：30～ あかね幼児園竣工式（10：30～内覧会） あかね幼児園 幼児施設課　0748-24-5625 050-5801-5625

14：00～15：00 みんなで楽しもう！くちぶえワークショップ 蒲生図書館 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

19：15～20：30 ことりのさえずり　「分山貴美子くちぶえｺﾝｻｰﾄ」 蒲生図書館 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

26 日 10：00～14：00 まちカフェふれあいフリーマーケット 湖東コミュニティセンター別館 湖東コミュニティセンター　0749-45-0950 050-5801-0950

27 月

28 火

10：30～11：30 人形劇団　森のどんぐりさん公演 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

17：30～ 玉園中学校吹奏楽部　第11回定期演奏会 八日市文化芸術会館 玉園中学校　0748-22-0288 050-5801-0288

30 木 16：00～17：30 平成28年度ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業「成果発表会」 浜野会館 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623
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平成２９年３月　主な行事予定【東近江市】

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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※「行事予定表」は平成29年3月7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。
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