
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

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

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

国重要文化財「雪野山古墳出土品」特別公開 能登川博物館 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

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15日まで 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

12月22日まで 鵜飼雅樹水彩画サークル（絵画）瓢箪工芸品展 市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

「転ばぬ先の家訓―近江商人の知恵の結晶」 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

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

平成30年1月3日まで 石塔町ペットボトルイルミネーション 竹の鼻文化センター横　草の根広場（石塔町） 石塔町明るい町づくり（阿育の子育成会）　0748-55-0207 050-5801-0207

平成30年1月19日まで East Rainbow☆13th　Ring☆～光でつなぐ心の輪～ 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 なし

平成30年1月21日まで 展覧会「中国書画」、「古典を伝える教科書」 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

平成30年1月31日まで 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 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

9：00～17：00 「“たのしさいっぱい”クリスマスの凧と絵本」、「戌」柄東近江大凧スタンプ・2畳サイズ凧の設置（25日まで） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

12：00～ 第10回ローカルサミットin東近江　時間軸と空間軸を体感するフィールドワーク 東近江市内の全8コース 森と水政策課　0748-24-5524 なし

9：00～12：00 伊庭内湖　冬のヨシ刈り 能登川地区伊庭内湖（伊庭町地先） 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

9：20～ 東近江歴史探訪の旅　井伊家ゆかりの地を巡る JR能登川駅西口（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 なし

9：30～17：30 第10回ローカルサミットin東近江　講演会・分科会 八日市文化芸術会館 森と水政策課　0748-24-5524 なし

10：00～15：00 ユースアクション「冬こそあったまる究極BBQ」 平成の杜体育館周辺（平柳町568） 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

10：00～16：30 企画展「髙部晴市原画展」（3日も開催） ガリ版伝承館（蒲生岡本町663） 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207

10：30～ ひまわりさんの冬のおはなし大会 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

13：30～ 第10回東近江市青少年育成大会 愛東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～15：00 人権を考えるつどい 中野コミュニティセンター 中野地区人権のまちづくり協議会　0748-22-0154 050-8035-2311

14：00～15：00 第69回人権週間　オープニングセレモニー（人権週間は4日から10日まで） ショッピングプラザアピア（浜野町） 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

8：30～ 第13回東近江市駅伝競走大会 布引運動公園陸上競技場（芝原町1503） スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：00～15：30 第10回ローカルサミットin東近江　分科会報告など 八日市文化芸術会館 森と水政策課　0748-24-5524 なし

10：00～ お火焚大祭 太郎坊宮（小脇町2247 ） 太郎坊・阿賀神社（太郎坊宮） 0748-23-1341

10：00～15：00 東近江市健康フェア2017、こころの健康づくり講演会 ショッピングプラザアピア（浜野町） 健康推進課　0748-24-5646 050-5801-5646

10：30～11：30 マーガレットのひと足はやいクリスマスおはなし会 愛東図書館 愛東図書館　0749-46-2266 050-5801-2266

14：00～ 第33回いきものの森室内楽コンサート　森のだがっきコンサート 河辺いきものの森（建部北町531） 河辺いきものの森　0748-20-5211 050-5801-5211

4 月 9：00～16：30 学び～発見～東近江市　愛知川流域文化財ガイド育成カリキュラム　現地講習1 永源寺・愛東地域 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：00～10：30 栗見出在家町　魚のゆりかご水田協議会　内閣総理大臣賞受賞報告 市役所本庁舎本館

10：00～16：00 東近江市文化団体連合会　第12回文化展（9日まで） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：45～12：20 事前学習・工事現場見学会～未来の建設業の担い手確保を目指して～ 東近江市山上町 道路河川課　0748-24-5650 050-5801-5650

6 水 13：30～16：30 地場農畜産物マッチング交流会 てんびんの里文化学習センター 農業水産課（特産係）　0748-24-5573 050-5802-9961

9：00～16：30 学び～発見～東近江市　愛知川流域文化財ガイド育成カリキュラム　現地講習2 五個荘・伊庭地域 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：00～11：30 親子ふれあい広場　クリスマス会 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

9：30～11：30 はちのひカフェ　スペシャルカフェ「脳の元気度チェック」 八日市コミュニティセンター 八日市コミュニティセンター　0748-23-4120 050-5801-1141

10：30～12：00 八日市養護学校モビリティマネジメント教育 八日市養護学校（上平木町290） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

17：00～ ボランティアバッジ交付式 市役所東庁舎 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～12：00 論語素読講座（後期）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

10：00～15：30 市民活動推進交流会「輪・環・和　わくわくこらぼ村」 ショッピングプラザアピア（浜野町） NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

10：30～11：00 わらべうたであそぼ！ 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

13：30～16：00 オリジナルリース創り 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

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

14：00～16：00 アート探検くらぶ「紙コップでつくるヒミツの部屋」　ワークショップ1回目 八日市コミュニティセンター 八日市コミュニティセンター　0748-23-4120 050-5801-1141

14：30～ トトロの森おはなし会スペシャル 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

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

19：30～20：50 防犯研修会 中野コミュニティセンター 中野地区防犯自治会　0748-22-0154 050-8035-2311

7：00～16：00 鈴鹿10座登山　御池岳編 道の駅奥永源寺渓流の里（集合） 森と水政策課　0748-24-5524 なし

10：00～12：00 素敵☆しめ縄リースづくり 蒲生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

13：00～15：00 アート探検くらぶ「紙コップでつくるヒミツの部屋」　ワークショップ2回目 八日市コミュニティセンター 八日市コミュニティセンター　0748-23-4120 050-5801-1141

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「幼き日々を振り返って･･･-父を亡くした少年が見た戦争-」 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

13：30～15：30 冬の音楽イベント「Dixie Land Jazz」 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

14：00～15：15 クリスマスファミリーコンサート 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300

11 月 9：00～ 12月定例会　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 第5回消費者セミナー「知っておきたい相続のいろは～相続の仕組みと相続税～」 市役所本庁舎新館 市民生活相談室　0748-24-5619 050-5801-5635

13 水 9：30～12：00 ほっこりカフェ 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

平成２９年１２月　主な行事予定【東近江市】

12月3日まで

12月24日まで

1 金

2 土

3 日

5 火

栗見出在家町魚のゆりかご水田協議会　事務局　0748-45-0603

7 木

8 金

9 土

10 日
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平成２９年１２月　主な行事予定【東近江市】

9：30～11：30 ものわすれ相談室 愛東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.175 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

19：00～21：00 アグリフードビジネス推進講座　第3段の②「事業計画策定の方法を学ぶ」 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

15 金

9：15～12：15 いきいき子ども塾　クリスマス会 中野コミュニティセンター 中野地区教育協議会　0748-22-0154 050-8035-2311

10：00～12：00 平成29年度蒲生コミセン一日講座「活」きいき終活のススメ 蒲生コミュニティセンター 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207

10：00～、13：30～ 東近江市イングリッシュ・デイ in winter 八日市高等学校 学校教育課　0748-24-5671 050-5801-5671

11：30～、13：30～ 第8回　八南レストラン 八日市文化芸術会館内「喫茶セリーヌ」

13：30～15：30 冬の民具体験～唐箕【とうみ】と石臼体験～ 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

14：00～ 日本ラチーノ学院　卒業式 日本ラチーノ学院（甲津畑町1200-2） 日本ラチーノ学院　0748-56-1157 なし

10：00～12：00 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

14：00～ 第13回東近江市芸術文化祭メインイベント　映画「この世界の片隅に」 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

17：30～22：00 ライティングベル・イン・能登川（24日まで） 林中央公園（林町） ライティングベル実行委員会 050-5802-2793

9：30～16：00 ロボカップジュニア東近江ノード大会 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

11：00～、12：30～、14：00～ 第8回　八南レストラン 八日市文化芸術会館内「喫茶セリーヌ」

13：30～15：00 戦争遺跡分布調査報告会　大津陸軍墓地が語る兵士のすがた-日清戦争期を中心にして- 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

13：30～16：30 クリスマスコンサート2017～ウクレレ・ジャンベ・サンポーニャ・フォークギター・たのしい歌・ハンドベル～ 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

14：00～15：00 冬のスペシャルおはなし会 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

- 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

18 月 13：30～ JICA海外青年協力隊の表敬訪問 市役所本庁舎本館 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

19 火 11：00～ 南伊勢町との地域連携協定の締結　調印式 南伊勢町役場（三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦3057） 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

9：00～16：30 学び～発見～東近江市　愛知川流域文化財ガイド育成カリキュラム　講座「⽂化遺産と観光資源」「愛知川流域の⽂化遺産と観光」 ぷらざ三方よし（五個荘塚本町279） 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：00～15：00 女性のための森ですごす素敵時間！「竹伐り体験＆お正月の寄せ植えづくり」 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

21 木

22 金 10：00～18：00 第124回企画展「ちょっと昔の道具たち2018」（平成30年2月18日まで） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9：00～12：00 ～サンタクロースの凧を作ろう～親子凧作り教室 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

9：45～15：30 第40回幼児音楽リズム研究会 八日市文化芸術会館

24 日

25 月

26 火 9：30～ 12月定例会　閉会 市役所本庁舎本館 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

27 水

28 木 16：30～ 平成29年度仕事納め式 市役所本庁舎本館 秘書課　0748-24-5615 050-5801-5615

29 金

30 土

31 日

水

14 木

16 土

23 土
東日本幼児音楽研究会中部　0748-23-3089　延命こども園　0748-22-5108

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11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。

八日市南高等学校　八南レストラン係　FAX0748-23-2151

17 日

八日市南高等学校　八南レストラン係　FAX0748-23-2151
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