
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

6月4日まで 館蔵資料による篆刻家の書画 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

6月4日まで 第122回企画展『琵琶湖一周とその水辺周辺景観を描く』 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

6月11日まで 「開館1周年記念―所蔵作品展―」（前期） 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

6月11日まで 永源寺ものづくり展 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

6月23日まで 「商家の美術展」 近江商人博物館 近江商人博物館・中路融人記念館　0748-48-7101 050-5802-3134

7月17日まで 「印材と印譜展」「和本教科書・仏教図会」 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

9月3日まで 開館5周年記念特別展示　「シベリア抑留－ユネスコ世界記憶遺産　舞鶴引揚記念館所蔵品より－」 滋賀県平和祈念館展示スペース 平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

7：30～8：30 第59回水道週間　街頭啓発活動 東近江市役所正面入口付近の歩道と対面の歩道 水道課　0748-22-2061 050-5801-2061

10：00～12：00 東近江・愛東地区防犯自治会　総会・研修会 東近江市役所東庁舎東Ａ会議室 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

- 夏シーズン用えいキャラ缶バッチプレゼントキャンペーン（8月31日まで） 永源寺支所 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

2 金 9：30～ 平成29年6月定例会　開会 市役所本庁舎本館3階議場 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

13：30～16：00 東近江市青少年育成市民会議【本部】総会 東近江市役所本庁舎新館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

11：30～16：00 びわ湖 東近江 ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ2017　環境シンポジウム 五個荘コミュニティセンター 森と水政策課　0748-24-5524 なし

- 「まちを旅する」（6月18日まで） 蒲生図書館

- 南極の技術60年の想像力－技術屋は、実現の困難とたたかうためにいる！（9月10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

6：00～15：30 びわ湖 東近江 ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ2017　アクティビティ 能登川水車とカヌーランド（スタート） 森と水政策課　0748-24-5524 なし

10：00～12：00 「論語素読講座」【前期】第3回 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

9：30～12：00 「育てて食べよう戦時食Ⅰ」 平和祈念館、あいとうマーガレットステーション農場 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

- 東近江市民体育大会「剣道」 布引運動公園体育館 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

5 月

6 火

13：30～16：00 行政なんでも相談所 ショッピングプラザアピア4階　情報プラザ 市民生活相談室（市民生活相談係）　0748-24-5616 050-5801-5635

- 『書/磯部南海雄　陶/中野亘　二人展』－地球に生きる－（7月23日まで） 能登川図書館・博物館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

8 木 14：30～16：00 親と子のよい歯のコンクール 湖東保健センター 健康推進課　0748-24-5646 050-5801-5646

10：00～12：00 女性活躍推進学習会　第2回「ヨガ＆整体でリフレッシュ」 ウェルネス八日市 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

10：00～16：00 さつき展（10日も開催） 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

9：00～16：00 いきもの調査隊（魚類・昆虫・植物）第1回 能登川水車とカヌーランド（午前）、佐久良川（午後） 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

10：00～11：40 人権のまちづくり講座（第1回）「同和問題」 てんびんの里文化学習ｾﾝﾀｰ 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：00～ やわらぎフェスタ2017 能登川コミュニティセンター パソコンボランティア能登川和ねっと！　0748-42-8703 なし

14：00～15：30 「自分史づくり」講座 平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

19：30～ 「ホタルをさがしに行こう」 湖東図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

- 京都・崇叡堂文庫名品展「日本の宮廷と漢詩文」（7月17日まで） 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

9：00～12：00 第1回　防災力UP講座（開講式、防災基礎研修） 市役所本庁舎新館3階 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

9：30～16：00 平成29年度　科学探検隊ココロボ教室　第1回 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

10：00～11：30 かえでちゃんおでかけシリーズ（あいとうメロンまつり） あいとうマーガレットステーション周辺 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

13：30～ 戦争体験を聞く会「内湖干拓の勤労動員を経て予科練へ」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

12 月

13 火 - 市民ギャラリー「田中佑芽作品展」「能面展」（7月7日まで） 東近江市役所本庁舎本館1階ロビー 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：00～11：30 ほっこりカフェ（世代間交流） 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

9：00～ 定例会　一般質問（6月16日まで） 市役所本庁舎本館3階議場 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

10：00～12：00 まいぶん体験サポーター養成講座 埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

15 木 10：00～11：30 親子ふれあい広場「空き箱製作」 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

16 金 19：30～20：30 2017東近江やまの子キャンプ参加者抽選会 湖東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～11：40 人権のまちづくり講座（第2回）「インターネットと人権」 てんびんの里文化学習ｾﾝﾀｰ 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～12：00 ハッチョウトンボ観察会 蒲生図書館 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

10：00～13：00 東近江市わくわく市民活動支援補助金審査会（公開プレゼンテーション） 市役所東庁舎会議室 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

10：00～15：00 いちにのさんっ！！第2回活動「コンサート・クラフト」 湖東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～ 会館5周年記念特別展示（第17回企画展示）関連映画上映会 平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

9：30～12：30 蒸気機関車の避難壕見学＆平和学習講座 岩脇公民館（米原市岩脇） 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

- 東近江市民体育大会「ソフトテニス」 ひばり公園テニスコート スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

- 東近江市民体育大会「タグラグビー」 布引グリーンスタジアム スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

- 家族ふれあいサンデー 各施設 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

19 月

20 火 10：00～11：30 Englishカフェ 中野ヴィレッジハウス 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

21 水 10：00～12：00 女性活躍推進学習会　第3回「なりたい自分を手に入れる～ストレスコントロール～」 ウェルネス八日市 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

22 木

23 金

9：30～17：00 「会館1周年記念―所蔵作品展―」（後期）（8月20日まで） 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

13：00～ 能装束着付実演と能『安達原』 能登川コミュニティセンター 能登川支所　0748-42-9910 050-5801-9910

14：00～16：00 五個商庵　第3回「丸紅をとりまく経営環境、そして商社の現在と未来」 五個荘近江商人屋敷 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

8：00～12：00 東近江市消防操法大会 滋賀県消防学校屋外訓練場 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

8：45～ 第11回東近江市ディスコン大会 湖東体育館 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：30～13：30 伊庭内湖外来魚駆除釣り大会 能登川水車とカヌーランド周辺 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

9：30～16：00 平成29年度　科学探検隊ココロボ教室　第2回 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

13：30～ Fujiiイン・ヒュッテ　コンサート 近江商人屋敷藤井彦四郎邸 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

26 月

10：00～11：30 Englishカフェ 中野ヴィレッジハウス 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

19：30～21：00 防災・減災のつどい 湖東コミュニティセンター 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

9：00～11：30 ほっこりカフェ（世代間交流） 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

13：30～15：30 短期講座「多肉植物の寄せ植え」 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

29 木

30 金 9：30～ 定例会　閉会 市役所本庁舎本館3階議場 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

平成２９年６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5月22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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