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日 曜 時間 行 事 お よ び 概 要 場  所 連 絡 先 ＩＰ電話

10月7日まで 山根悦子えほん原画展－身近な植物を描く－ 能登川図書館・博物館ギャラリー 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

10月12日まで 市民ギャラリー　永源寺地区郷土史会展 東近江市役所本庁舎本館1階 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

11月18日まで 秋季特別企画展「雪野山古墳の全貌」 観峰館
観峰館　0748-48-4141
埋蔵文化財センター　0748-42-5011

-
050-5801-5011

12月9日まで 重伝建選定20年記念展～ひと・まち・くらし 五個荘金堂の選択～ 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

12月16日まで 「追求の先に･･･美を拓くものたち」展Part6 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24日まで
第21回企画展示「戦場より　故郷の家族へ-戦没者の手紙-」
地域交流室展示「戦時中の体験　触れる　感じる　そして考える」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

9：00～ 「神崎郡役所跡・五個荘町役場跡」記念碑建立除幕式 五個荘支所駐車場 小川達之　0748-48-2723 -

- 保健子育て複合施設「ハピネス」開館 保健子育て複合施設ハピネス（東中野町4-5) 健康推進課　0748-24-5646 050-5801-5646

2 火 19：30～21：30 第2回東近江市成人式実行委員会 東近江市役所東庁舎 東近江市成人式実行委員会【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

11：35～12：20 魚の食べ方教室 八日市北小学校 八日市公設地方卸売市場　0748-23-6671 050-5801-1136

14：00～15：30 あなたと家族のための終活講座　第4回「相続の話」 ウェルネス八日市 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

10：00～15：00 女性のための輝業学び茶屋 茶ろん坪六（宮荘町141-1） 東近江市商工会　0749-45-5077 -

10：40～12：20 まちなみ修理体験 防災倉庫（さくらんぼ幼児園近く） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

9：50～ 国際ソロプチミスト東近江「室内遊具」と「絵本」寄贈　贈呈式 保健子育て複合施設ハピネス（東中野町4-5) 子育て支援課　0748-22-8201 -

5 金

9：30～12：00 第63回滋賀県消防大会 近江八幡市文化会館（近江八幡市出町） 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

10：00～15：00 地域交流活動「いちにのさんっ！！」第4回活動「デイキャンプ」 彦根市荒神山自然の家 東近江市教育委員会事務局生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～15：00 五個荘の奥座敷・竜田を歩く ぷらざ三方よし前バス停（集合） 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

10：00～16：00 いわひば展示会（8日まで） 百済寺　休憩場（百済寺町323）
日本巻柏連合会滋賀支部　0749-27-2029
外村　090-5166-0653 -

9：30～16：00 第9回ココロボ教室 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

9：50～16：00 幻の銘茶「政所茶」の茶摘み＆手もみ紅茶づくり JR能登川駅（集合） 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

14：00～14：30 近江商人博物館日曜ガイド 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

9：00～16：00 いきもの調査隊（魚類・昆虫） 愛東支所から恵美須溜まで、繖山 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

9：30～12：30 平和の学校あかり（育てて食べよう戦時食②） 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

9 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

9：00～17：00 東近江市美術展覧会　第１期（日本画・彫刻彫塑・書）（14日まで） 八日市文化芸術会館 東近江市美術展覧会実行委員会【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：30～11：30 ものわすれ相談室 能登川コミュニティセンター 福祉総合支援課　0748‐24‐5641 080-5801-5641

10：00～11：45 音楽の散歩道　Vol.185 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

10：00～15：00 女性のための輝業学び茶屋 茶ろん坪六（宮荘町141-1） 東近江市商工会　0749-45-5077 -

10：00～18：00 第128回企画展「めっちゃかわいいきのこ展」（11月11日まで） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

14：00～15：30 あなたと家族のための終活講座　第5回「エンディングシートを記入してみよう」 東近江市役所本庁舎新館 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

- わがまち協働大賞　投票期間（31日まで） 東近江市役所ロ本庁舎本館1階ほか NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

12 金 18：30～19：30 市展・夜間鑑賞ロビーコンサート（出演　レーヴパピヨン） 八日市文化芸術会館 東近江市芸術文化祭実行委員会【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

8：10～16：55 近江鉄道開業120周年記念「厳選！近江鉄道本線こだわり旅」 近江鉄道米原駅改札口（集合） 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

9：00～15：00 はじめての山のぼり　鈴鹿10座竜ヶ岳 道の駅奥永源寺渓流の里（集合） 森と水政策課　0748-24-5524 -

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

10：30～15：00 まちなかマルシェ　YO-KA-ICHI MARKET 本町商店街 一般社団法人まちづくり公社 050-5801-0858

14：00～ 東近江市美術展覧会　ギャラリートーク（書） 八日市文化芸術会館 東近江市美術展覧会実行委員会【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

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

9：20～ 正規職員採用第1次試験 東近江市役所本庁舎 職員課　0748-24-5601 050-5801-5601

10：00～15：00 第29回ひがしおうみエコフリーマーケット（雨天中止）、使用済み小型家電回収（雨天決行） 東近江市役所本庁舎駐車場、東庁舎駐車場 エコフリーマーケット実行委員会　0748-24-5636 050-5801-5636

10：00～15：00 髙松御所金龍寺　木地師の指定文化財特別一般公開 髙松御所金龍寺（君ケ畑町809） 木地師のふるさと髙松会事務局　瀬戸　090-9991-0130 -

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「海軍航空技術廠での徴用体験や津の空襲の様子」 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 秋季特別企画展「雪野山古墳の全貌」ギャラリートーク＆ミニコンサート 観峰館 観峰館　0748-48-4141 -

14：00～ 第9回がもう組歌声喫茶 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 第14回東近江市民大学　第6講座・閉講式 八日市文化芸術会館 東近江市民大学運営委員会【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

15 月

8：30～17：15 市民ギャラリー　中西編物教室（26日まで） 東近江市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

8：30～17：15 市民ギャラリー　創作茶杓（11月9日まで） 東近江市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：00～17：00 東近江市美術展覧会　第2期（洋画・美術工芸・写真）（21日まで） 八日市文化芸術会館 東近江市美術展覧会実行委員会【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～15：00 すこやか学級（高齢者学級）文化祭作品作り「キャンドルカバー」 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

10：00～16：00 国民年金　一日年金相談 東近江市役所本庁舎新館 保険年金課　0748-24-5631 050-5801-5631

10：15～11：30 初心者向け絵本読み語り基礎講座 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

9：10～12：00 保育の仕事復帰のためのステップ研修 東近江市役所本庁舎本館 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647

10：00～16：00 第7回奥永源寺匠の祭（22日まで） 筒井神社周辺（蛭谷町） 奥永源寺匠の祭実行委員会　北野さん　090-6558-7548 -

10：00～18：00 押し花工房「秋のアート展」（21日まで） ショッピングプラザアピア（八日市浜野町） 徳永押し花工房　徳永信子　0748-22-2940 -

3 水
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平成３０年１０月　主な行事予定【東近江市】

9：30～17：00 日本画ができるまで～小下図おひろめ展（12月24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

10：00～14：00 シルバー子育て支援フェスティバル 布引グリーンスタジアム 公益財団法人東近江市シルバー人材センター　0749-45-3422 050-5801-0270

10：00～16：30 国史跡　雪野山古墳現地見学会と「雪野山古墳の全貌」観覧バスツアー JR能登川駅（集合） 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

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 東近江市芸術文化祭実行委員会【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～15：30 猪子山探検隊～秋のきのこ～ 猪子山登山口 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13：30～15：30 国史跡　雪野山古墳現地見学会 雪野山歴史公園駐車場（集合） 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

14：00～ 東近江市美術展覧会　ギャラリートーク（洋画） 八日市文化芸術会館 東近江市美術展覧会実行委員会【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

14：00～16：00 第6回　市民と議会の意見交換会～君が輝くまちづくり～ 五個荘コミュニティセンター 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

14：15～14：50 第9回びわ湖一周オレンジリボンたすきリレー 大同川水車橋手前 こども相談支援課　0748-24-5663 050-5802-3275

9：00～15：00 能登川ふれあいフェア「であい　ふれあい　語りあい　びわ湖から」（小雨決行） ふれあい運動公園 能登川コミュニティセンター　0748-42-3200 050-5801-3200

9：30～11：45 東近江市子ども会連合会　子ども交流会 湖東体育館 東近江市子ども会連合会【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：30～16：00 第10回ココロボ教室 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

10：00～12：00 五個荘金堂まちあるき 近江商人博物館・中路融人記念館（集合） 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

10：00～12：00 考古学体験講座　勾玉づくり
13：00～15：00 考古学体験講座　鋳造（鏡づくり）体験

13：30～15：00 平和学習講座「日中戦争からアジア・太平洋戦争へ-戦場の実態にもふれつつ-」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

14：00～14：30 近江商人博物館日曜ガイド 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

- ひがしおうみバ☆ル（23日まで） 東近江市内33店舗 ひがしおうみバル☆実行委員会　0748-22-0186 -

- 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

22 月

23 火 15：30～17：00 地域学校協働運営委員会 東近江市役所本庁舎新館 東近江市教育委員会事務局生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

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

9：00～16：00 巨木・名木巡りツアー（第2回） JR彦根駅東口（集合） 河辺いきものの森　0748-20-5211 -

10：00～15：00 女性のための森ですごす素敵時間『秋の森でヨガ&焼きいも+大人のどんぐり工作』 河辺いきものの森（集合） NPO法人里山保全活動団体遊林会　0748-20-5211 050-5801-5211

13：00～16：30 にじいろスポット(子ども対象）簡単工作体験等 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

13：30～16：00 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 2018年特別企画　東北の凧シリーズⅠ　青森・岩手・宮城（11月26日まで） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

9：30～11：00 親子ふれあい広場（子育て支援）「ハロウィン」 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

10：00～15：00 女性のための輝業学び茶屋 茶ろん坪六（宮荘町141-1） 東近江市商工会　0749-45-5077 -

10：00～15：00 東近江市地区赤十字奉仕団一日研修会 永源寺コミュニティセンター 健康福祉政策課　0748-24-5512 050-5801-0945

9：30～12：40 そらの鳥こども園児対象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 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

19：00～21：00 東近江やまの子キャンプ第5回実行委員会 東近江市役所東庁舎 東近江やまの子キャンプ実行委員会【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：00～11：00 琵琶湖岸復活大作戦 琵琶湖岸（栗見出在家町、栗見新田町地先） 栗見プロジェクト（事務局生活環境課）　0748-24-5633 050-5801-5633

13：00～15：00 魚のさばき方教室 永源寺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

10：00～12：30 秋の民具体験～七輪で魚を焼こう～（小雨決行） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

10：00～15：00 てんびんの里ふれあい広場「愛らぶごかしょう」 五個荘中央公園 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 050-5801-2737

8：45～11：00 雪野山ウォーク 平田コミュニティセンター（集合） スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

10：00～14：30 額田王の相聞歌の舞台・仙台藩の飛地をゆく 近江鉄道市辺駅（集合） 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

13：30～ 映画上映会　アンコール上映「父と暮らせば」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

14：00～16：00 認知症連続講座　第3回 五個荘コミュニティセンター 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

19：30～21：00 青少年問題を語る会「覚醒剤の真実～更生施設が青少年に伝えてきたこと～（仮題）」 中野コミュニティセンター 中野地区青少年育成会　0748-22-0154 050-8035-2311

29 月 (開始時間は未定) 菊花展（11月4日まで、30日からの展示時間は9:00～22:00） 能登川コミュニティセンター 能登川コミュニティセンター　0748-42-3200 050-5801-3200

8：30～17：15 市民ギャラリー　シャドーボックス展（パンプキンサンタ）（11月9日まで） 東近江市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

12：20～12：50 東近江市シティホールコンサート 東近江市役所本庁舎本館 広報課　0748-24-5611 050-5801-5611

13：30～14：00 児童虐待キャラバン隊メッセージ伝達式 東近江市役所本庁舎玄関前 こども相談支援課　0748-24-5663 050-5802-3275

13：30～15：00 さわやかセミナー（成人学級）文化祭作品作り「ハーバリウム」 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

19：00～21：00 手話公開講座 東近江市役所本庁舎新館 障害福祉課　0748-24-5640 050-5801-5640

イベントや催しは、主催者の都合で中止、延期など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30年9月18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。

20 土

21 日 観峰館 -

24 水

25 木

観峰館　0748-48-4141

30 火

31 水

26 金

27 土

28 日


