
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

7月7日まで 市民ギャラリー「田中佑芽作品展」「能面展」 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

7月7日まで CO2削減／ライトダウンキャンペーン 東近江市役所（率先行動） 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

7月9日まで 写真展「まちを旅する」 八日市図書館 広報課　0748-24-5611 050-5801-5611

7月17日まで 「印材と印譜展」「和本教科書・仏教図会」、京都・崇叡堂文庫名品展「日本の宮廷と漢詩文」 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

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

7月26日まで 深雪アートフラワー展 五個荘近江商人屋敷　外村宇兵衛邸 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

7月31日まで 「共に考え、共に創る」わがまち協働大賞　事例募集 NPO法人まちづくりネット東近江 NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

8月31日まで 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 永源寺支所 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

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

9月10日まで 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！ 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月29日まで 「共に考え、共に創る」わがまち協働大賞　協賛事業者募集 NPO法人まちづくりネット東近江 NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

平成30年2月28日まで 「スキ！ひがしおうみ市」投稿受付 ウェブサイト「スキ！ひがしおうみ市」 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：00～11：40 2017人権のまちづくり講座（第3回）『障害者の人権』 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～14：00 「開館1周年記念－所蔵作品展－」学芸員によるギャラリートーク 中路融人記念館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

13：30～15：30 湖東第三小学校相撲大会 湖東第三小学校屋外相撲場 湖東第三小学校　0749-45-0010 050-5802-2290

10：00～ トンボの観察会 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

10：00～ 高校野球招待試合・小学生と高校生の野球交流会 ひばり公園　湖東スタジアム ひばり公園　原または菅　0749-45-3363 なし

10：00～15：30 平成29年度　親と子のスポーツ大会 布引運動公園体育館 滋賀県母子福祉のぞみ会077-522-2951、こども家庭課0748-24-5643 こども家庭課050-5801-5643

10：30～16：00 昔の麻糸ちょこっと体験　第1回「苧麻刈り・苧引き体験」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

14：00～ 企画展『書・磯部南海雄　陶・中野亘　二人展』ギャラリートーク 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

各直売所による 東近江地域の農産物直売所スタンプラリー（9月30日まで） 東近江地域の農産物直売所17箇所 農業水産課　0748-24-5573 050-5802-9961

15：15～15：35 第67回“社会を明るくする運動”内閣総理大臣メッセージ伝達式 健康福祉政策課　0748-24-5512 050-5801-0945 050-5801-0945

19：00～21：00 江州音頭講習会（3日、10日も開催） 八日市コミュニティセンター 八日市商工会議所　0748-22-0186 なし

9：00～11：30 「びわ湖の日」一斉清掃 能登川漁業協同組合漁港周辺及び伊庭内湖周辺 廃棄物対策課　0748-24-5636 050-5801-5636

10：00～11：30 親子みらいちゃんルーム 能登川やわらぎホール 能登川子育て支援センター 050-5802-9362

19：00～21：00 アグリフードビジネス推進講座　第1回 愛東コミュニティセンター 農業水産課　0748-24-5573 050-5802-9961

10：00～11：30 小学校（3校）3～5年生による「鮎の放流体験とお話会」 青山頭首上流200m地点・紅葉橋上流300m地点 愛知川漁協　田中進　090-7107-0082 なし

10：30～ ベビーと一緒にコンサート 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

13：30～15：30 陶芸連続講座（2回目）「作ってみよう自分だけの作品」 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

6 木 11：10～11：45 交通安全七夕啓発 道の駅奥永源寺渓流の里 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

9：50～10：40 交通安全七夕レッドゾーン啓発 ショッピングプラザアピア玄関口 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

10：00～12：00 女性活躍推進学習会　第4回「私の時間をつくりだす時間管理術」 ウェルネス八日市 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

9：30～10：35 東近江市平和祈念式典 愛東コミュニティセンター 健康福祉政策課　0748-24-5512 050-5801-0945

10：00～11：40 2017人権のまちづくり講座（第4回）『男女共同参画』 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～12：00 猪子山探検隊～夏のきのこ～ 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

11：00～14：00 国際ふれあいまつり～BBQパーティー～ 中野ヴィレッジハウス 東近江国際交流協会 050-5802-9606

12：00～ 招福楼のおもてなし研修 招福楼本店 東近江市観光協会　0748-48-2100　 なし

8：30～16：00 ドラゴンカヌーヤングフェスティバル 能登川水車とカヌーランド 能登川青年団0748-42-6240、能登川コミュニティセンター0748-43-3200 なし

9：30～16：00 平成29年度　科学探検隊ココロボ教室　第4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

13：30～16：00 昔の麻糸ちょこっと体験　第2回「麻のコースターをつくろう！」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

14：00～16：00 2017東近江やまの子キャンプ事前研修会 湖東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10 月

8：30～17：15 市民ギャラリー「東近江市社会福祉協議会　障害者デイサービス作品展示」（8月4日まで） 市役所本館1階ロビー 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

19：30～20：30 第70回滋賀県民体育大会　東近江市選手団結団壮行式 湖東コミュニティセンター 東近江市体育協会　0748-24-5674 050-5801-5674

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～ 社会を明るくする運動　一般公開ケース研究会 能登川コミュニティセンター 健康福祉政策課　0748-24-5512 050-5801-0945

9：00～17：00 夏休み特別企画「紙と竹で作るいきものの世界～昆虫と恐竜たち～」（8月29日まで） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

10：00～11：45 音楽の散歩道　Vol.170 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

10：00～18：00 写真展「まちを旅する」（7月26日まで） 五個荘図書館 広報課　0748-24-5611 050-5801-5611

14 金

15：00～ 杉田二郎＆ばんばひろふみコンサート あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

16：00～ 能登川駅前チンドン夏まつり 能登川駅前東口一帯 能登川駅前賑わい創出実行委員会　090-3998-8812 なし

8：30～17：00 第12回東近江市ドラゴンカヌー大会 能登川水車とカヌーランド 東近江市体育協会　0748-24-5674 050-5801-5674

10：00～15：00 地域交流活動「いちにのさんっ！」第3回活動「デイキャンプ」 愛郷の森（和南町1563） 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～、13：30～ 映画会「人生フルーツ」 愛東コミュニティセンター 愛東地区地域おこし協力隊　竹内　080-3801-3703 なし

10：00～16：00 大型雪上車・内部見学会、南極の氷の音を聴いてみよう！ 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

10：30～14：30 「立体切絵」実演会（1回目10：30～、2回目13：30～） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「8月9日のソ連軍侵攻からシベリア抑留へ」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

13：30～15：00 サイエンスカフェ「南極観測隊員の心得十か条～非まじめがイイ！？」 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

- 家族ふれあいサンデー ふれあいカード裏面に記載の施設 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～ 岩魚のつかみ取り　親子体験キャンプ 高松御所前（君ヶ畑町809）（集合） 木地師のふるさと高松会（事務局）　090-9991-0130 なし

10：00～16：00 博物館夏祭り「近江商人なりきり体験」「てんちゃんのアートクイズ」「ロボット体験」 ビバシティ彦根フェスティバルホール 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

10：30～15：00 第25回　惟喬親王祭 筒井御陵・木地師やまの子の家 蛭谷町自治会・惟喬親王祖神講本部 なし
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平成２９年７月　主な行事予定【東近江市】

10：00～11：30 親子みらいちゃんルーム 八日市コミュニティセンター 八日市子育て支援センター　0748-22-8201 050-5801-1135

日没～22：00 太郎坊宮夏祭り・千日大祭（夫婦岩ライトアップ）（7月24日まで） 太郎坊宮 太郎坊宮・阿賀神社　0748-23-1341 なし

13：30～15：00 さわやかセミナー（成人学級）「健康レクレーション　体力測定」 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

19：30～21：00 第13回東近江市民大学　第3回講座 八日市文化芸術会館 東近江市民大学運営委員会事務局　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～18：00 たんじょうびのおくりもの～としょかんにかくされた手紙を探してクイズをとこう！～（11月8日まで） 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

19：30～21：00 東近江市民「愛のパトロール」リーダー研修会 市役所本庁舎新館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：30～11：00 親子ふれあい広場（子育て支援）「水遊び」 中野幼稚園 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

10：00～18：00 えほんであそぼ！（8月27日まで） 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

10：00～18：00 としょかんあそび島「うちゅうりょこうへ行こう！」（8月27日まで） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

9：30～17：00 「夏休み子ども博物館」（8月31日まで） 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

9：30～17：00 「生涯一画家　北村富三展」（10月9日まで） 近江商人博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 050-5802-3134

10：00～12：00 平成29年度第1回発達支援セミナー 発達支援センター 発達支援センター　0748-24-0664 050-5801-0664

10：30～12：00 「絵本あれこれ　読み方いろいろ　こどももいろいろ」 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300

11：00～ 太郎坊宮夏祭り・献茶まつり（煎茶の試飲） 太郎坊宮 太郎坊宮・阿賀神社　0748-23-1341 なし

15：00～17：30 もみじ＆かえでの夏休み2017 永源寺コミュニティセンター 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

19：00～21：00 第48回八日市聖徳まつり 八日市駅前通り 八日市商工会議所　0748-22-0186 なし

19：30～21：00 夏の夜の昆虫観察会 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

20：00～20：30 太郎坊宮夏祭り・花火大会 太郎坊宮 太郎坊宮・阿賀神社　0748-23-1341 なし

8：50～ 職員採用第1次試験 びわこ学院大学 職員課　0748-24-5601 050-5801-5601

9：30～16：00 平成29年度　科学探検隊ココロボ教室　第5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

13：00～16：00 手話通訳者の健康を守るための学習会 東近江市福祉センターハートピア 障害福祉課　0748-24-5640 050-5801-5640

24 月

25 火

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

10：00～11：30 いきいき子ども塾（小学生対象） 中野コミュニティセンター 中野地区地域教育協議会　0748-22-0154 050-8035-2311

10：00～15：00 まいぶん体験教室（「土偶消しゴム」つくり、「勾玉」つくり） 埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

10：00～18：00 第123回企画展「滋賀のスミレ写真展」（9月3日まで） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13：00～15：00 滋賀県レイカディア大学・米原校　大学祭（28日まで） 滋賀県立文化産業交流会館 滋賀県レイカディア大学米原校事務局　0749-52-5110 なし

10：00～15：00 まいぶん体験教室（「勾玉」つくり、「ガラス玉」つくり」） 埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

19：00～21：00 アグリフードビジネス推進講座　第2回 愛東コミュニティセンター 農業水産課　0748-24-5573 050-5802-9961

10：00～14：00 エコな料理教室 能登川コミュニティセンター 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

14：00～ 夏の工作会 蒲生図書館 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

10：00～15：00 八日市文化協会市民ワークショップ教室 八日市文化芸術会館 八日市文化協会事務局　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～18：00 だるまちゃんとあそぼう！（8月24日まで） 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

10：30～ だるまちゃんをつくろう！ 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

12：00～18：00 ふるさと回帰フェア2017in大阪「おいでや！いなか暮らしフェア」 大阪天満橋OMMビル 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

13：30～15：30 山路川探検隊～川の健康診断～ 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

14：30～15：30 夏のおたのしみかい 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

9：00～17：00 第52回滋賀県消防操法訓練大会 滋賀県消防学校 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

10：00～12：00 馬堤溜のトンボ観察会 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

10：30～11：30 夏休みつくってあそぼう工作会 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

18：00～21：00 中野地区夏祭り 中野コミュニティセンター前庭 中野地区夏祭り実行委員会　0748-22-0154 050-8035-2311

19：30～21：00 蒲生あかね夏祭り 蒲生運動公園 蒲生地区まちづくり協議会　0748-55-3030 なし

31 月

※「行事予定表」は平成29年6月20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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