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日 曜 時　間 行 事 お よ び 概 要 場  所 連 絡 先 ＩＰ電話

11月5日まで 『古刹と水の郷』風景スケッチ展 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

11月10日まで 市民ギャラリー「MOA児童作品展（絵画）」 市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672
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

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24日まで 市民ギャラリー「美人画（絵画）」 市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

11月26日まで 第4回ようかいち・まちゼミ 参加する商店・事業所の店舗 ようかいち・まちゼミ実行委員会 050-5801-0858

11月26日まで 秋の特別企画「北海道の凧と郷土玩具展」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

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・えいキャラかえでちゃんの秋！色！色！色景色キャンペーン2017 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－」 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

9：30～17：00 「転ばぬ先の家訓―近江商人の知恵の結晶」（12月24日まで） 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

10：00～12：00 反射糸使用小物作り教室 老人福祉センター延命荘（松尾町3-8） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

10：00～20：00 ふるさと納税フェア（5日まで） 高島屋京都店（京都市下京区） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

18：00～19：00 オレンジリボンキャンペーン街頭啓発 JR能登川駅 こども相談支援課　0748-24-5663 050-5802-3275

- 世界一周写真展　vol.2 本町商店街・HONMACHI93 北浦耀司　070-5501-5969

2 木 18：00～ マーケット市民交流会・デュアフェルト氏を偲ぶ会 八日市商工会議所 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

9：00～14：30 ことうふるさとまつり2017 湖東コミュニティセンター周辺 湖東コミュニティセンター　0749-45-0950 050-5801-0950

9：00～15：00 東近江秋まつり　二五八祭 市役所本庁舎周辺 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540

9：30～16：00 鎮守の森トレイル～パワーいただきます～ JR能登川駅（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　

10：00～ 平成29年度市政功労者表彰式 てんびんの里文化学習センター 秘書課　0748-24-5615 050-5801-5615

10：00～16：00 「水の文化ぐるっと博」関連事業　近江商人本宅特別公開（11月中の毎週日曜） 市田家住宅（萬松園）（五個荘北町屋町201） 東近江市観光協会　0748-48-2100　

10：00～16：00 オレンジリボン啓発活動（びわ湖学院大学/短期大学部　大学祭　紅葉賀祭2017） びわこ学院大学（布施町29） こども相談支援課　0748-24-5663 050-5802-3275

12：30～15：30 大秋穫祭　アマチュアバンドコンサート 道の駅あいとうマーガレットステーション 道の駅あいとうﾏｰｶﾞﾚｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 0749-46-1110 050-5801-1110

15：00～ 関西フィルハーモニー管弦楽団　秋の彩クラシックコンサート 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

9：30～ 手づくり＆エコフリーマーケット（5日も開催） 道の駅あいとうマーガレットステーション 道の駅あいとうﾏｰｶﾞﾚｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 0749-46-1110 050-5801-1110

9：30～14：00 東近江秋まつり　農林水産まつり 市役所東庁舎駐車場 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540

9：30～14：30 棚田deピクニック 杠葉尾町全域 地域おこし協力隊　藤井悠矢　090-9999-0267

9：30～17：00 平和を願う子どもピースメッセージ絵画コンクール応募作品展（平成30年1月31日まで） 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

10：30～12：00 猪子山探検隊～秋をみつけよう～ 猪子山登山口 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

11：00～ 平和を願う子どもピースメッセージ絵画コンクール表彰式 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

13：30～、16：30～ かえでちゃんの東近江紅葉めぐり（19日も開催） 釈迦山百済寺（13：30～）、大本山永源寺（16：30～） 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

17：00～20：30 「水の文化ぐるっと博」関連事業　永源寺ライトアップ（26日まで） 大本山永源寺一帯 大本山永源寺　0748-27-0016

9：00～15：15 蒲生いきいきあかねフェア＆ふくろう祭り 蒲生支所駐車場 東近江市商工会蒲生支部　0748-55-0196 050-5802-2312

9：45～ 白洲正子の世界を旅する　近江「かくれ里」文学の旅（文学紀行） JR近江八幡駅（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　

6 月 9：30～ マーケット使節団送別式 市役所本庁舎本館 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

9：00～16：00 鈴鹿10座エコツーリズムガイド養成講座　第8回「五感を使う、食べ物、クラフトなど自然の素材を活かしたエコツーリズムプログラム」 道の駅奥永源寺渓流の里 森と水政策課　0748-24-5524

13：30～15：30 平成29年度第4回消費者セミナー「健康食品を利用する前に」 市役所本庁舎新館 市民生活相談室　0748-24-5619 050-5801-5635

15：30～15：40 消費生活啓発員養成講座　閉講式 市役所本庁舎新館 市民生活相談室　0748-24-5619 050-5801-5635

9：00～11：30 ほっこりカフェ（世代間交流）（22日も開催） 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

10：00～19：00 東近江市子ども芸術展（14日まで） 八日市文化芸術会館 学校教育課　0748-24-5671 050-5801-5671

10：00～11：45 音楽の散歩道vol.174 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

10：00～、13：00～ ファシリテーショングラフィックス講座 愛東支所 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

13：30～16：30 第6回いちおしフォーラム 能登川コミュニティセンター 東近江圏域就労支援ネットワーク　いちおしネット　0748-36-1299

14：00～15：30 田澤雄作氏講演会「メディアと子どもの成長」 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

17：30～18：00 第67回「社会を明るくする運動」作文コンテスト授賞式 市役所本庁舎本館 健康福祉政策課　0748-24-5512 050-5801-0945

9：30～11：30 ものわすれ相談室 八日市保健センター 福祉総合支援支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

19：00～21：00 みんなのふるさと祭り　良い夜いコンサート 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

9：00～16：00 秋のエコツアー2017　東近江の滝めぐりとビワマス遡上探索ツアー 東近江市役所（集合・解散） 森と水政策課　0748-24-5524

9：30～17：00 「水の文化ぐるっと博」まち歩きツアー　大本山永源寺と木地師のふるさとへの旅（23日も開催） JR近江八幡駅（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　

10：00～12：00 論語素読講座（後期）第2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

10：00～14：00 いきいき農園収穫祭 ファームトピア蒲生野（鈴町1522） 農業水産課　0748-24-5561 050-5802-9020

10：00～18：00 髙部晴市ミニ原画展 蒲生図書館 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

10：15～15：15 「水の文化ぐるっと博」まち歩きツアー　秋景色の大本山永源寺で歴史と自然に出会う 永源寺前バス停（集合）（永源寺高野町） 東近江市観光協会　0748-48-2100　

11：00、13：00、15：00 「水の文化ぐるっと博」関連事業　大本山永源寺特別ガイドツアー（19日まで） 永源寺門前観光案内所（集合） 永源寺門前観光案内所　0748-27-2020

11：00～15：00 本町「秋」パサージュ2017 本町商店街アーケード（八日市本町） 本町パサージュ実行委員会　0748-23-4528

13：00～15：30 お住みつき滋賀セミナー 大阪ふるさと暮らし情報センター（大阪市中央区） 滋賀移住・交流促進協議会事務局　077-528-3243

13：00～21：00 みんなのふるさと祭り（12日も開催） 永源寺コミュニティセンター 永源寺コミュニティセンター　0748-27-1060 050-5801-1060

13：30～16：00 防犯・暴追フェア2017 ショッピングプラザアピア（浜野町） 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

14：00～ 東近江市芸術文化祭メインイベント「ロケットサーカス」 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

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

19：30～ 2018年祝新成人飛揚20畳敷東近江大凧「のりつけ式」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

9：30～15：00 中野地区文化祭 中野コミュニティセンター 中野地区文化祭実行委員会 050-8035-2311

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 JR能登川駅（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　

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

10：45～13：30 みんなのふるさと祭り（かえでちゃんのお誕生会＆ゆるキャラ大集合！）、楓（かえでくん＆かえでちゃん）大集合 永源寺コミュニティセンター 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

13：00～ MIOびわこ滋賀2017最終戦　VSブリオベッカ浦安 布引グリーンスタジアム（芝原町1503） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

13：30～ 東近江市芸術文化祭メインイベント「鼓童　交流公演」 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「得撫島から北サハリン・オハ捕虜収容所へ」 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

8：30～19：00 全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間（19日まで） 女性の人権ホットライン（0570-070-810） 大津地方法務局人権擁護課　077-522-4673

16：30～18：30 百済寺　ライトアップ（11月26日まで） 百済寺（百済寺町323） 百済寺　0749-46-1036

平成２９年１１月　主な行事予定【東近江市】

11月12日まで 開館20周年記念展「タイムスケール20YEARS」
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平成２９年１１月　主な行事予定【東近江市】

8：30～17：15 市民ギャラリー「くらしの水彩画（絵画）」（24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　第9回「鈴鹿山脈の地形・地質の特性、地質分布」「鈴鹿10座をフィールドにしたエコツーリズムプログラムの作成」 道の駅奥永源寺渓流の里 森と水政策課　0748-24-5524

12：00～ ちくちくの会　作品展（12月3日まで） 八日市図書館 ちくちくの会（八日市図書館）　0748-24-1515 050-5801-1515

9：30～ 1泊2日バスツアー＆美味「水煌めく旅」白洲正子と辿る水源から琵琶湖への旅（16日まで） JR近江八幡駅（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　

10：00～12：45 市原幼稚園児と祖父母の三世代交流　交通安全教室 クレフィール湖東こども交通公園（平柳町22-3） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

10：00～11：30 親子ふれあい広場（子育て支援） 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

14：00～16：00 認知症連続講座（公開講座）「早期発見と早期支援に向けた取組」 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

10：00～18：00 国重要文化財「雪野山古墳出土品」特別公開（12月3日まで） 能登川博物館 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

10：30～14：30 視覚障害者にも使いやすいIT機器などの体験会 ショッピングプラザアピア（浜野町） 滋賀県立視覚障害者センター　0749-22-7901

10：00～16：00 おいでよえ～ところ　にこにこマルシェ（19日も開催） 子民家エトコロ（林町2-1） 東近江市商工会　0749-45-5077 050-5802-9407

13：00～16：00 第48回青少年の主張大会【八日市支部】 市役所本庁舎新館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～15：30 「刀剣の美　鑑賞のツボ　第1回～刀のお話～」 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

13：30～16：30 木地師のふるさとシンポジウム 愛東コミュニティセンター 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

14：00～15：30 大人のための歴史教室「映画で考える歴史」 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

14：00～16：00 ちくちくの会作品展関連ワークショップ「縫ってみませんか？」 八日市図書館 ちくちくの会（八日市図書館）　0748-24-1515 050-5801-1515

9：00～16：00 いちにのさんっ！！第5回活動「バス外出」 京都市市民防災センター（京都市南区） 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：30～16：30 木地師のふるさとバスツアー　日本遺産「奥永源寺」に木地師のふるさとを訪ねる 大本山永源寺ほか 東近江市観光協会　0748-48-2100　

10：00～16：00 渓流の里秋まつり 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

10：00～16：00 篆刻講座「一日講座」 観峰館 観峰館　0748-48-4141

13：30～17：00 歴史に親しむ講座「雪野山古墳の時代」・シンポジウム「3・4世紀の近畿と王権」 能登川博物館 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

- 家族ふれあいサンデー 東近江大凧会館ほか 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

20 月 10：00～16：50 シニア世代の仕事相談会 ハローワーク東近江（八日市緑町） シニアジョブステーション滋賀　077-521-5421

21 火 9：00～16：00 鈴鹿10座エコツーリズムガイド養成講座　第10回「鈴鹿10座をフィールドにしたエコツーリズムプログラムの作成（現地での実践）」 道の駅奥永源寺渓流の里 森と水政策課　0748-24-5524

10：00～15：00 女性のための森ですごす素敵時間！「森のツルをとって、リースを作ろう！」 河辺いきものの森（集合）（建部北町531） 里山保全団体　遊林会　0748-20-5211

19：00～21：00 アグリフードビジネス推進講座　第3段の①「農産物や加工品の営業、販売の考え方」 愛東コミュニティセンター 農業水産課（特産係）　0748-24-5573 050-5802-9961

10：00～ 東近江市芸術文化祭イベント「芸能フェスティバル」 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～12：00 みんなでガリガリ　髙部晴市ワークショップ 蒲生図書館 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

10：00〜20：00 東近江市day-い〜もん うまいもん＆日本酒バル-（24日も開催） ここ滋賀（東京都中央区） 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

17：30～23：00 East Rainbow☆13th　Ring☆～光でつなぐ心の輪～（平成30年1月19日まで） 八日市駅前～東近江市役所、八日市コミュニティセンター 八日市商工会議所　青年部　0748-22-0186

24 金 13：30～15：30 おでかけシネマ（巡回映画会）「ツレがうつになりまして。」 中野ヴィレッジハウス 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

8：50～ びわ湖の東側東近江市　子育て移住「はじめの一歩」ツアー JR能登川駅（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　

9：00～15：30 第15回まち歩き「紅葉の湖南三山を巡る」 湖南方面 中野地区まちづくり協議会　0748-22-0154 050-8035-2311

10：00～18：00 展示「ちいさな着物遊び」 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

13：00～15：15 市民公開講座「学ぼう！目・胃腸・肝臓の病気」 能登川コミュニティセンター 医療法人社団昴会本部　0748-52-8073

13：00～16：00 「刀剣の美　鑑賞のツボ　第2回～鍛刀場見学～」 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

13：30～15：30 ユースアクション・めざせストリートパフォーマー 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

13：30～16：30 赤十字防災セミナー　第3回「災害時の乳幼児支援」 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

13：30～17：00 歴史に親しむ講座　雪野山古墳の時代　講演会「雪野山古墳出土品を中心に」 能登川博物館 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

14：00～ HAMORI-BEコンサート2017 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

9：00～13：30 おいでやす日曜市（市場一般開放） 八日市公設地方卸売市場（市辺町2533） 八日市公設地方卸売市場　0748-23-6671 050-5801-1136

9：00～15：00 秋のエコツアー2017　親子で日本コバの巨木へ～プチ・サバイバルへの誘い～ 道の駅奥永源寺渓流の里（集合・解散） 森と水政策課　0748-24-5524

10：30～12：30 顔みてしゃべっておすそわけ　もろてーな市 中野コミュニティセンター 中野地区まちづくり協議会　0748-22-0154 050-8035-2311

10：30～12：00 ボランティア登録講座 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

11：00～15：00 よーきて茶屋 愛東外町の農家３軒 愛のまちエコ倶楽部　0749-46-8100 050-5801-1189

12：30～13：30 ライフロング事業講座「はじめてのタップダンス」 湖東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

13：00～16：30 1泊2日バスツアー＆美味　白洲正子と愛でる「食の美」・「錦秋の美」（27日まで） JR能登川駅（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　

13：30～ 映画上映会「二十四時間の情事　ヒロシマ・モナムール」 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

13：30～16：00 こどもアートキャラバン「光るクモの巣をつくろう」 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

14：00～15：00 ルピナスさんの会スペシャルおはなし会 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

27 月

28 火

10：00～12：00 短期講座「寄せ植え講座」 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

14：00～16：00 認知症連続講座「認知症の人、家族を地域で支えるために」 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

16：20～ グッドパートナーセミナー びわこ学院大学（布施町29） 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

30 木 13：35～15：25 スケアードストレート自転車交通安全教室 湖東中学校（横溝町202） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

22 水

23 木

25 土

26 日

29 水

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。

※「行事予定表」は平成29年10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。


