
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

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

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月22日まで 企画展「子どもに届け夢のたね展－マレットファンがやってくる－」 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

10月31日まで 第2回　伝えるぬくもり展 五個荘近江商人屋敷中江準五郎邸・外村繁邸・外村宇兵衛 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

11月19日まで 「近江商人・野口家十一屋コレクション展」、「中国書画」、「ちりめん本と和本の絵師」 観峰館 観峰館　0748-48-4141

11月30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 永源寺支所 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

12月3日まで 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 」 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

12月8日まで ぬくもりメッセージ2017　作品募集 生涯学習課・ぬくもりメッセージ募集係 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

12月10日まで 「みずのかたち―融人が出逢った水遺産―」 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

12月24日まで 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－」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

野口忠蔵家本宅（綺田町418） 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207
聚心庵（五個荘川並524） ツカモト株式会社聚心庵　0748-48-5460

10：30～ クンシランの株分け会 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

13：30～16：00 染色体験「秋を染めよう」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13：30～17：00 高齢者・障害者なんでも相談会 東近江市福祉センターパートピア（今崎町21-1） NPO法人まちの相談室よりそい　0748-56-1085 050-8036-0252

2 月 - えいキャラかえでちゃんの秋色景色いろ！いろ！キャンペーン2017（11月30日まで） 永源寺支所 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

3 火 8：30～17：15 市民ギャラリー　くらしの水彩画（絵画）創作小物（創作人形など）（27日まで） 市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～11：30 有酸素運動とヨガで健康に（18日も開催） あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

11：35～12：20 魚の食べ方教室 蒲生東小学校（桜川東町455） 八日市公設地方卸売市場　0748-23-6671 050-5801-1136

5 木

6 金 - わがまち協働大賞　投票期間（26日まで） 市役所本庁舎本館・各市立図書館・ショッピングプラザアピア（八日市浜野町） NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

9：50～ 東近江　歴史探訪の旅「渡来人　依智秦氏　その面影を訪ねる」 JR能登川駅集合 東近江市観光協会　0748-48-2100　 なし

13：30～14：00 「みずのかたち―融人が出逢った水遺産―」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

18：00～21：00 森夜市 Vol.17 ことうヘムスロイド村・BASE FOR REST前広場（平柳町568番地） BASE FOR REST 上野愛　080-5779-8113

9：45～ 「水の文化ぐるっと博」まち歩きツアー　五個荘「三方よし遺産」を巡る（29日も開催） ぷらざ三方よし集合（五個荘塚本町279） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 なし

10：00～16：00 道の駅奥永源寺渓流の里開駅2周年記念イベント（9日も開催） 道の駅奥永源寺渓流の里 道の駅　奥永源寺渓流の里　0748-29-0428 050-8036-0670

14：00～ 映画会「スティング」（洋画・字幕） 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

- ひがしおうみバ☆ル（12日まで） 東近江市八日市地域（36店舗） ひがしおうみバ☆ル実行委員会　0748-22-0186

10：30～、13：30～ えいキャラかえでちゃん　お帰りまつり　道の駅めぐり 道の駅菰野（10：30～）
道の駅奥永源寺渓流の里（13：30～） 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

14：00～ 大阪音楽大学出張講座in東近江　オペラ1stレッスン　Vol.7 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

10：00～16：00 犯罪被害者のための法律・心理相談　パネル展（12日まで） 市役所本庁舎新館 おうみ犯罪被害者支援センター　077-525-8103

10：00～、13：00～ 空き家・空き店舗バンク相談会 市役所本庁舎新館 総務課　0748-24-5600 050-5801-5600

9：00～17：00 東近江市美術展覧会　第1期（日本画･彫刻彫塑・書）（15日まで） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～11：00 親子で楽しくリトミック あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

10：00～11：30 有酸素運動とヨガで健康に ウェルネス八日市 ウェルネス八日市　0748-22-8800 050-5801-1137

10：00～20：00 地域安全ポスター展（17日まで） ショッピングプラザアピア（八日市浜野町） 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

10：00～11：45 音楽の散歩道　Vol.173 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

10：00～16：00 犯罪被害者のための法律・心理相談 市役所本庁舎本館 おうみ犯罪被害者支援センター　077-525-8103

9：30～11：30 ものわすれ相談室 八日市保健センター（八日市金屋二丁目6番25号） 福祉総合支援支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

10：00～12：00 ミュージアムガイド養成講座　第1回 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

18：30～19：30 東近江市美術展覧会夜間鑑賞、ロビーコンサート 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～12：00 論語素読講座（後期）第1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

10：00～17：00 第3回　ふるさと納税大感謝祭（15日も開催） 大阪コングレコンベンションセンター（大阪市北区大深町3-1） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

13：00～15：00 魚のさばき方教室 八日市コミュニティセンター 八日市公設地方卸売市場　0748-23-6671 050-5801-1136

13：30～15：30 猪子山探検隊～秋のきのこ～ 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

14：00～ 東近江市美術展覧会　ギャラリートーク（日本画） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

14：00～15：00 第8回びわ湖一周オレンジリボンたすきリレー～子どもの笑顔がいちばん！ 大同川水車橋手前から湖岸緑地（新海薩摩公園） CFRびわこ　090-7888-4620、こども相談支援課　0748-24-5663 050-5802-3275

14：00～15：55 ライブラリーシアター「めぐり逢い」（洋画・字幕） 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300

9：00～15：00 能登川ふれあいフェア ふれあい運動公園（栗見新田町1224） 能登川コミュニティセンター　0748-42-3200 050-5801-3200

10：00～15：00 第28回ひがしおうみエコフリーマーケット 東近江市役所本庁舎駐車場 エコフリーマーケット運営委員会　0748-24-5636 050-5801-5636

10：00～15：15 ウェルネス文化発表会 ウェルネス八日市 ウェルネス八日市　0748-22-8800 050-5801-1137

- 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

16 月 8：30～20：00 東近江市議会議員一般選挙　期日前投票（21日まで） 期日前投票所 東近江市選挙管理委員会　0748-24-5600　 050-5801-5600

17 火 13：30～14：30 児童虐待防止キャラバン隊によるメッセージの伝達式 市役所本庁舎本館 こども相談支援課　0748-24-5663 050-5802-3275

18 水 9：00～17：00 東近江市美術展覧会　第2期（洋画・美術工芸・写真）（22日まで） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

19 木 16：00～ 未成年者喫煙防止啓発キャンペーン JR能登川駅前 市民税課　0748-24-5604 050-5801-5604

10：00～12：00 ミュージアムガイド養成講座　第2回 五個荘金堂町 近江商人博物館・中路融人記念館　0748-48-7101 050-5802-3134

10：00～15：00 東近江市地区赤十字奉仕団一日研修会 あかね文化ホール 東近江市地区赤十字奉仕団　0748-24-5512 050-5801-0945

10:00～16:00 第6回奥永源寺　匠の祭～かけがえのない時間と美しい手仕事の展示会～（23日まで） 筒井神社周辺（蛭谷町木地師資料館前） 北野清治　090-6558-7548
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平成２９年１０月　主な行事予定【東近江市】

1 日

10：00～16：00 「水の文化ぐるっと博」近江商人本宅の特別公開（10月中の毎週日曜）

4 水
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平成２９年１０月　主な行事予定【東近江市】

10：00～12：30 秋の民具体験－七輪でサンマを焼こう－ 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13：00～ 東近江市芸術文化祭イベント「こどもフェスティバル」 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～15：30 「ライフ・イズ・ビューティフル」（洋画・字幕） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

13：30～16：30 赤十字防災セミナー第2回「気象台が発表する気象情報について」「災害時のこころのケア」 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～ 東近江市美術展覧会　ギャラリートーク（美術工芸） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

14：00～15：30 図書館映画会「勝手にしやがれ」（洋画・字幕） 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

（各店舗による） ようかいち・まちゼミ（11月26日まで） 八日市駅前および周辺エリアの商店街 ようかいち・まちゼミ実行委員会 050-5801-0858

- 近江鉄道全線1日乗り放題きっぷ　発売（22日まで） 近江鉄道八日市駅など5駅 近江鉄道株式会社鉄道部鉄道営業課　0749-22-3303

7：00～20：00 東近江市議会議員一般選挙　投票日 入場整理券に記載の投票所 東近江市選挙管理委員会　0748-24-5600　 050-5801-5600

9：45～ 「水の文化ぐるっと博」まち歩きツアー　琵琶湖「二つの内湖」ウォーキング（11月12日も開催） JR能登川駅集合 東近江市観光協会　0748-48-2100　 なし

10：00～15：00 未来創造アカデミー「自分だけの絵本を作ってみよう」 中野ヴィレッジハウス（東中野町5-4） 地球ハートヴィレッジ事務局　080-8342-0128

13：30～ 講演会「梵鐘を守れ！文化財保護をめぐる戦時下の裏面史」 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

13：30～15：30 マレットファンの活動報告・メンバーと村中李衣さんとのトークセッション 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

23 月 16：00～ 未成年者喫煙防止啓発キャンペーン 近江鉄道八日市駅前 市民税課　0748-24-5604 050-5801-5604

24 火

能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007
能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13：30～16：00 行政なんでも相談所（合同行政相談） ショッピングプラザアピア（八日市浜野町） 滋賀行政監視行政相談センター　077-523-1100

9：00～17：00 秋の特別企画「北海道の凧と郷土玩具」展（11月26日まで） 東近江大凧開館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

10：00～11：30 簡単楽しく動くリズム体操 ウェルネス八日市 ウェルネス八日市　0748-22-8800 050-5801-1137

14：00～16：00 認知症連続講座②「認知症の人への接し方、そのヒント」 てんびんの里文化学習センター 福祉総合支援支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

10：00～12：00 ミュージアムガイド養成講座　第3回 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

11：00～20：00 ふるさと納税感謝祭（28日も開催） 東京有楽町駅前広場（千代田区有楽町） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

13：00～16：00 児童虐待予防講演会「こどもと子育てを地域で支えるつどい」 永源寺コミュニティセンター 要保護児童対策地域協議会　東近江市　0748-24-5663 050-5802-3275

9：00～ 特別コラボレーション企画　水と森の循環を考えるエコツアー　びわ湖から鈴鹿竜ヶ岳 2days JR能登川駅集合 森と水政策課　0748-24-5524 なし

9：30～ 日本遺産認定記念企画　大本山永源寺と木地師のふるさとへの旅 近江八幡駅（出発） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 なし

10：00～ 梵釈寺The禅－蒲生野で癒しと悟り－ 梵釈寺（蒲生岡本町185） 一般社団法人がもう夢工房　0748-56-1395

10：00～11：30 えいキャラかえでちゃんのおでかけINてんびんの里ふれあい広場2017 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121
10：00～15：00 てんびんの里ふれあい広場2017 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 050-5801-2737

10：00～13：00 第3回わがまち愛レベルアップ講座 市役所本庁舎新館 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

11：00～13：00 マーケット市使節団との交流会「ハロウィンパーティ」 大使ホール（八日市町） 東近江国際交流協会 050-5802-9606

11：00～15：00 東近江市×プレミアムマルシェ「森と水の流れのあるくらし」（29日も開催） ヤンマー本社Premium Marché OSAKA
（大阪市北区茶屋町） 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

11：00～15：30 奥永源寺地域体力測定会 道の駅奥永源寺渓流の里 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

29 日

30 月

31 火 19：30～21：00 第13回東近江市民大学　第7講座・閉講式 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

※「行事予定表」は平成29年9月21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。

27 金

28 土
五個荘中央公園（五個荘小幡町）

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。

25 水
10：00～18：00 開館20周年記念展「タイムスケール20YEARS」（11月12日まで）

26 木

21 土

22 日


