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9月1日まで 市民ギャラリー「きり絵」と「絵画」展 市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9月3日まで 作業療法へのいざない【展示】「人は作業することで幸せになれる」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

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3日まで 第123回企画展「滋賀のスミレ写真展」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9月10日まで 映画「君の膵臓をたべたい」写真パネル展 近江鉄道八日市駅 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

9月10日まで 映画「関ヶ原」写真パネル展 道の駅あいとうマーガレットステーション 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

9月10日まで 南極の技術60年の創造力－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30日まで 東近江地域の農産物直売所スタンプラリー 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

10月9日まで 「生涯一画家　北村富三展」 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

10：00～18：00 「認知症支援情報特設コーナー」設置（9月30日まで） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

17：30～18：30 同和問題啓発強調月間　街頭啓発 ショッピングプラザアピアなど 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

-
かえでちゃんの妖精の扉キャンペーン（10月1日まで）
秋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（11月30日まで） 永源寺支所 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

8：50～ 就農移住「はじめの一歩」ツアー　新しい「農」あるくらし JR能登川駅集合 東近江市観光協会　0748-48-2100　

9：30～17：00 「みずのかたち―融人が出逢った水遺産―」（12月10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

10：00～17：00 第3回ふるさと納税大感謝祭（3日も開催） 東京ビッグサイト（東京都江東区） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

13：30～16：00 第13回東近江市人権ふれあい市民のつどい 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

7：30～10：30 東近江市総合防災訓練 ひばり公園（池庄町610） 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

9：00～ 第13回東近江市民体育大会　水泳 布引プール 東近江市体育協会　0748-24-5674 050-5801-5674

9：00～ 愛東フルーツ物語（9日も開催） 道の駅あいとうマーガレットステーション　集合 東近江市観光協会　0748-48-2100　

10：00～16：00 楽しく実践的な「創業塾」　第2回 八日市商工会議所（東浜町1-5） 八日市商工会議所　0748-22-0186

13：00～15：00 平成29年度日本肝臓学会　市民公開講座～肝臓がんにならないために～ 東近江総合医療センター 東近江総合医療センター　地域医療連携室　0748-22-3030

14：00～15：00 ライフロング事業講座　スッキリ交換～エコとリユースで快適ライフ 能登川コミュニティセンター 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

4 月

8：30～17：15 市民ギャラリー「中西編物教室　ニット・編物編展」（9月29日まで） 市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：00～16：00 鈴鹿10座エコツーリズムガイド養成講座（11月21日までのうち10日間） 道の駅奥永源寺渓流の里 森と水政策課　0748-24-5524

10：15～ 市長が市内最高齢者を訪問 今堀町797-4 長寿福祉課　0748-24-5645 050-5801-5645

19：30～21：00 第13回東近江市民大学　第5講座 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

6 水 10：00～18：00 「子どもに届け、夢のたね展－マレットファンがやってくる－」（10月22日まで） 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

7 木

8 金 10：00～18：00 ゴーヤ写真展（15日まで） 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

9：00～16：00 森林（もり）の専門家養成塾　第５日程 黄和田町 林業振興課　0748-24-5523

9：30～17：00 第18回企画展示「戦時のくらし　モノがたり－もの不足　食糧不足－」（12月24日まで） 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

9：30～18：00 ふるさと全国県人会まつり出店（10日も出店） 久屋大通公園（名古屋市中区） 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：00～ 白洲正子と近江　秘境の秘面・帰化人の足跡（10日まで） 大皇器地祖神社、石馬寺など 東近江市観光協会　0748-48-2100　

10：00～ 人生を楽しむ！男のセカンドライフ講座　第3回 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

10：00～ Myおにぎり計画　やってみよう！稲刈り体験 東近江市山上町 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：00～12：00 論語素読講座【前期】　第5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

10：00～16：00 いちにのさんっ！！第4回活動「芸術鑑賞」 湖東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：00～16：00 東近江市文化団体連合会　第11回芸能発表会 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：00～16：00 東近江市暮らしセミナー　近江の國東近江で空き家を探そう 大阪ふるさと暮らし情報センター（大阪市中央区） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

13：30～14：00 「生涯一画家　北村富三展」ギャラリートーク 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

14：00～ 映画会「シコふんじゃった。」 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300

8：30～ 太郎坊ウォーク 箕作小学校　集合 東近江市教育委員会　0748-24-5674 050-5801-5674

10：00～11：00 東近江市友好親善使節団　テーバー町派遣壮行会 市役所東庁舎 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

10：00～16：00 楽しく実践的な「創業塾」　第3回 八日市商工会議所（東浜町1-5） 八日市商工会議所　0748-22-0186

10：00～16：30 第13回ふるさと回帰フェア2017 東京国際フォーラムホール 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

14：00～ 映画会大人向け「虹をつかむ男」 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

11 月 12：00～ 東近江市議会　定例会　一般質問（13日まで） 市役所本庁舎本館 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

12 火 13：30～15：30 消費生活啓発員養成講座「成年後見制度ってなに？」 市役所本庁舎新館 市民生活相談室　0748-24-5619 050-5801-5635

13 水 9：30～17：10 「分類學トハ如何ナルモノカ？－台湾植物界の父・早田文蔵（前半）」 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

9：30～11：30 ものわすれ相談室 蒲生コミュニティセンター 福祉総合支援支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

10：00～11：45 音楽の散歩道　Vol.172 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

14：00～15：30 ライフロング事業講座　男のヨガ入門（28日も開催） 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862
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平成２９年９月　主な行事予定【東近江市】

8：10～ 鉄道ライター辻良樹と行く　厳選！近江鉄道本線こだわり旅 米原駅　集合 東近江市観光協会　0748-48-2100　

9：00～12：00 猪子山探検隊～タカの渡り～ 猪子山山頂集合 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9：30～12：00 愛東のぶどうや梨を見て！食べて！学ぶ！～果樹園見学へ行ってみよう！～ あいとうエコプラザ菜の花館（妹町70） NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

9：30～17：10 共催展　東近江の芸術を愛する会、西堀榮三郎記念探検の殿堂「追求の先に…美を拓くものたち展Part5 」（12月3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

10：30～11：30 オオルリボシヤンマをさがしに行こう！ 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

13：30～15：10 名画上映会「嵐を呼ぶ男」 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

13：30～15：30 東近江総合医療センター　市民公開講座～地域で支える健康～ 東近江総合医療センター 東近江総合医療センター　地域医療連携室　0748-22-3030

14：00～15：25 図書館映画会「神田川」 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

- 「ECOなおでかけ」事業　65歳以上のちょこっとバス全線運賃無料（9月24日まで） 市内ちょこっとバス全線 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

- 東近江市友好親善使節団　テーバー町派遣 カナダ　テーバー町 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

8：50～ 職員採用第1次試験（社会人対象、初級事務、福祉職） 市役所本庁舎新館 職員課　0748-24-5601 050-5801-5601

10：00～16：00 楽しく実践的な「創業塾」　第4回 八日市商工会議所（東浜町1-5） 八日市商工会議所　0748-22-0186

10：00～20：30 恋するバス遠足～恋と一緒に東近江を食べつくそう～ 八日市商工会議所（東浜町1-5）集合 八日市de街コン　実行委員会　0748-22-0186

13：00～15：00 第24回歴史公開講座　中山道のみどころを今一度 五個荘コミュニティセンター 代表　高野勝次　0748-48-6628

- 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

18 月 9：00～12：00 秋の全国交通安全運動に向けての東近江地区交通安全決起大会 道の駅あいとうマーガレットステーション 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

19 火 16：00～18：00 東近江わくわく市民活動支援補助金2次募集　審査会 市役所東庁舎 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

10：00～13：00 【ええより】くらしに役立つ食品表示を知ろう！！～食を学び、選ぶ方法～ 中野ヴィレッジハウス（東中野町5-21） NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

19：30～21：00 第13回東近江市民大学　第6講座 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～16：00 アグリフードビジネス推進講座 愛東コミュニティセンター 農業水産課　0748-24-5573 050-5802-9961

- 秋の全国交通安全運動（9月30日まで） 道の駅あいとうマーガレットステーション 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

22 金 13：30～15：30 消費生活啓発員養成講座「ネット社会の落とし穴」 市役所本庁舎新館 市民生活相談室　0748-24-5619 050-5801-5635

9：30～17：00 近江商人・野口家十一屋コレクション展（11月19日まで） 観峰館 観峰館　0748-48-4141

10：00～14：00 A　LOOK～歩っく～　能登川駅前マルシェ 能登川駅前東口一帯 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540

13：30～16：30 赤十字防災セミナー第1回「赤十字について・災害への備え」「災害時の高齢者生活支援講習」 やわらぎホール（躰光寺町254-3） 日本赤十字社滋賀県支部　事業推進課　077-522-6758

14：00～15：30 大人のための歴史教室　第1回「ジョン・フォード『駅馬車』と南北戦争」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

16：00～21：00 中山道灯り路 五個荘地区　旧中山道沿線 五個荘まちづくり協議会　0748-48-7303 050-5801-7303

17：00～21：00 特別夜間無料開館 近江商人博物館・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

18：50～ 悠久の丘　お月見コンサート 悠久の丘あかね古墳公園 あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

8：30～15：30 第13回楽しく泳ごう会 布引運動公園プール 布引運動公園プール　0748-25-0045 050-5802-2538

9：00～ 第13回東近江市民体育大会　バドミントン 布引体育館 東近江市体育協会　0748-24-5674 050-5801-5674

9：30～16：00 ぶらっと五個荘まちあるき 五個荘地区 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

9：30～17：00 ぶらりまちかど美術館・博物館（入館無料） 近江商人博物館・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

10：00～16：00 楽しく実践的な「創業塾」　第5回 八日市商工会議所（東浜町1-5） 八日市商工会議所　0748-22-0186

14：30～15：30 アンティークオルゴール鑑賞会 観峰館 観峰館　0748-48-4141

25 月 9：30～ 東近江市議会定例会　閉会 市役所本庁舎本館 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

26 火 13：30～16：30 高齢者ふれあい交通安全教室（28日も開催） 八日市自動車教習所（妙法寺町） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

27 水 10：00～11：00 手話公開講座「聴覚障害者と災害」 能登川コミュニティセンター 障害福祉課　0748-24-5640 050-5801-5640

28 木

10：00～11：30 ライフロング事業講座　第6回大人の音楽脳トレ 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

14：00～16：00 認知症連続講座「認知症という病気について～症状・診断・治療についての基礎知識～ 五個荘コミュニティセンター 福祉総合支援支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

8：50～ 鉄道ライター辻良樹と行く　軍都の廃線跡巡り＆八日市線こだわり旅 近江八幡駅　集合 東近江市観光協会　0748-48-2100　

10：00～ 第２回わがまち愛レベルアップ講座（観光ボランティアガイド協会主催） 五個荘コミュニティセンター 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

17：30～21：00 お月見ほろ酔い婚活　ーなかの出会ったが運の月ー 中野ヴィレッジハウス（東中野町5-21） 中野地区まちづくり協議会　080-1473-4168

19：30～ 第13回東近江市民体育大会　総合開会式 布引体育館 東近江市体育協会　0748-24-5674 050-5801-5674

24

土23

日

木21

土

水20

17 日

※「行事予定表」は平成29年8月24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。

土30

金29
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