
平成３０年６月　主な行事予定【東近江市】
東近江市役所（0748-24-1234　IP：050-5801-1234）、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

沢島忠監督回顧展 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300

展覧会「猿楽と面」　東近江市の能面が勢ぞろい MIHO MUSEUM（甲賀市信楽町） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

第19回企画展示「野洲郡北里村-戦時下のムラの人と風景-」 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

6月8日まで 市民ギャラリー　山本松雄さん「水彩画展」（絵画）・「十二支置物展」（陶芸） 東近江市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

永源寺ものづくり展 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

第126回企画展「メダカ展～あなたの知らない世界～」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

春季企画展「点は墜石のごとく－顔真卿
ガ ン シ ン ケ イ

書法とその継承者たち－」 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

自然と対話する―中路融人素描展― 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

7月1日まで ももクロ春の一大事2018思い出巡りスタンプラリー 太郎坊・阿賀神社ほか 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

7月16日まで 商家の家訓展 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

9月9日まで 企画展「西堀流・愉しみながらやれ！-自主主義で創造性の発揮を-」 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

7：30～8：30 東近江市水道工事協同組合「第60回水道週間｣街頭啓発活動 東近江市役所本庁舎正面入り口付近 水道課　0748-22-2061 050-5801-2061

9：30～ 平成３０年６月定例会　開会 東近江市役所本庁舎本館 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

10：00～16：00 平成30年度盆栽展「さつき展」（2日まで） 五個荘コミュニティセンター 五個荘地区文化協会　0748-48-2737 050-5801-2737

15：50～16：30 近江路マナーアップ運動（交通安全街頭啓発） 中野むくのき幼児園、野々宮信号交差点 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

11：50～ 金ケ崎の退口と千種越え　信長の挫折＆湖東の地酒（3日まで） JR近江八幡駅（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 050-5801-6678

13：30～15：00 ワークショップ「とび出しカードを作ろう！」 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 東近江市青少年育成市民会議総会 東近江市役所本庁舎新館 東近江市青少年育成市民会議八日市支部（事務局：生涯学習課）　0748-24-5672 050-5801-5672

13：30～15：00 びわ湖東近江SEA TO SUMMIT　環境シンポジウム 能登川コミュニティセンター 東近江市SEA TO SUMMIT実行委員会事務局　0748-24-5524

17：00～19：30 びわ湖東近江SEA TO SUMMIT　前夜祭 能登川水車とカヌーランド 東近江市SEA TO SUMMIT実行委員会事務局　0748-24-5524

5：50～16：30 びわ湖東近江SEA TO SUMMIT　アクティビティ 能登川水車とカヌーランドほか 東近江市SEA TO SUMMIT実行委員会事務局　0748-24-5524

9：30～12：00 平和の学校あかり（育てて食べよう戦時食①） 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

9：30～16：00 科学探検隊ココロボ開講　第1回教室 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

10：00～15：00 第4回建部里まつり 河辺いきものの森 建部コミュニティセンター　0748-22-0303 050-5801-0303

14：00～ 第106回例会　おうみ東部おやこ劇場「川上じゅんボイスパフォーマンスショー！」 あかね文化ホール おうみ東部おやこ劇場　松本　090-2040-2239

14：00～14：30 ミュージアムガイド１期生による近江商人展示ガイド 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

4 月

5 火 10：00～13：00 パン連続3回講座（1回目）「お菓子パン作り」 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

6 水 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） 総務省・滋賀行政監視行政相談センター　077-523-1100

7 木 14：30～16：00 親と子のよい歯のコンクール 湖東保健センター 健康推進課　0748-24-5646 050-5801-5646

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

8：30～20：00 滋賀県知事選挙および滋賀県議会議員補欠選挙　期日前投票（23日まで） 東近江市役所東庁舎 市選挙管理委員会　0748-20-1685

9：00～ タケノコイベント（竹林の伐採体験・タケノコ掘り） 葉枝見橋下流愛知川河川敷広場（集合） 東近江土木事務所　河川砂防課　0748-22-7737

9：30～12：00 伊庭内湖外来魚駆除釣り大会 能登川水車とカヌーランド周辺（伊庭町1269） 伊庭の里湖づくり協議会（事務局：生活環境課）　0748-24-5633 050-5801-5633

9：30～17：00 第20回企画展示「戦場となった滋賀-県下の戦争遺跡」（9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

10：00～11：40 2018東近江市人権のまちづくり講座（第1回） てんびんの里文化学習センター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～12：00 論語素読講座【前期】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

10：00～15：00 田舎de縁結びinあいきょうの森 永源寺コミュニティセンター（集合） 永源寺まちづくり協議会（担当：栗田） 050-5802-9336

10：30～15：00 本町パサージュ2018 八日市本町商店街アーケード 本町パサージュ実行委員会　0748-23-4528

10：30～16：30 昔の麻糸ちょこっと体験-苧
お

引き- 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

11：00～18：00 T・O・K・I展（7月1日までの土日） 能登川ファブリカ村（佐野町657） ファブリカ村　0748-42-0380

13：30～、15：00～ 2018　Fujii　イン・ヒュッテJAZZコンサート 藤井彦四郎邸（宮荘町681） 藤井彦四郎邸　0748-48-2602

13：30～18：00 フットパスを関係者が体験 近江鉄道太郎坊宮前駅ほか 森と水政策課　0748-24-5524 なし

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

9：00～15：00 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） 東近江市エコツーリズム推進協議会　0748-24-5524

13：30～ 五個荘支部青少年広場　私の思い2018 五個荘コミュニティセンター 青少年育成市民会議　五個荘支部　0748-48-2737 050-5801-2737

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「戦地からの手紙～家族を想う父とともに～」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

13：30～16：00 昔の麻糸ちょこっと体験-コースター作り- 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

16：30～ 第34回室内楽コンサート　弦楽四重奏 河辺いきものの森・ネイチャーセンター 河辺いきものの森　0748-20-5211 050-5801-5211

11 月 10：50～11：35 八日市西小学校プール完成記念プール開き 八日市西小学校 学校施設課　0748-24-5627 050-5801-0494

8：30～17：15 市民ギャラリー　愛東町書道教室（友愛会）（書）・創作竹灯籠（川部の郷）（彫塑）（22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～ 平成３０年６月定例会　一般質問（14日まで） 東近江市役所本庁舎本館 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

9：00～11：30 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

10：00～18：00 企画展｢近江の古地図」（7月15日まで） 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

10：00～11：30 親子ふれあい広場（子育て支援）「空き箱製作」 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

10：00～11：45 音楽の散歩道Vol.181 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

15 金 19：30～20：30 2018東近江やまの子キャンプ参加者抽選会 永源寺コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672
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平成３０年６月　主な行事予定【東近江市】
東近江市役所（0748-24-1234　IP：050-5801-1234）、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

9：00～15：00 ワイルド池本の「植物観察＆木工体験」③ 道の駅奥永源寺渓流の里 ワイルド池本（鈴鹿10座エコツーリズムガイド）　090-8983-8575

9：00～16：00 「森林
も り

の専門家養成塾」第2日程 東近江市すこやかの杜運動公園（小田苅町1890） 林業振興課　0748-24-5523 なし

10：00～15：00 第14回東近江よかよかまつり あかね文化ホール 障害福祉課　0748-24-5640 050-5801-5640

13：00～14：00 土曜講座「顔真卿
が ん し ん け い

書法の継承者について｣ 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

19：00～20：30 そとイコ！②「ホタルを知ろう！見よう！」 河辺いきものの森 NPO法人　里山保全活動団体　遊林会　0748-20-5211

8：00～10：00 青少年育成市民会議蒲生支部　第1回駅舎等清掃 近江鉄道桜川駅ほか 青少年育成市民会議　蒲生支部　0748-55-0207 050-5801-0207

9：30～16：00 科学探検隊ココロボ　第2回教室 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

10：00～11：40 2018東近江市人権のまちづくり講座（第2回） てんびんの里文化学習センター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～15：30 のぞみ会　スポーツ大会 竜王町総合運動公園ドラゴンハット こども政策課　0748-24-5643 050-5801-5643

13：00～ Dan's Studio Ban　第24回発表会 八日市文化芸術会館 Dan's Studio Ban　伴綾子　0748-23-1174

14：00～14：30 ミュージアムガイドによる近江商人展示ガイド 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

- 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

19 火

13：30～15：00 すこやか学級（高齢者学級）　開講式＆環境講座「エコの種をとりもどそう」 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

16：00～20：00 滋賀県知事選挙および滋賀県議会議員補欠選挙　期日前投票（22日まで） ショッピングプラザアピア（八日市浜野町） 市選挙管理委員会　0748-20-1685

未定 ちどり幼児園芝生植え付け ちどり幼児園 幼児施設課　0748-24-5625 050-5801-5625

21 木 19：00～21：00 第14回東近江市民大学　開講式・第1講座 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

22 金

10：00～19：00 滋賀県知事選挙および滋賀県議会議員補欠選挙　期日前投票 ショッピングプラザアピア（八日市浜野町） 市選挙管理委員会　0748-20-1685

13：00～ 能装束着付け実演と能「舎利」 能登川コミュニティセンター 滋賀能楽文化を育てる会（担当：伊庭）　0748-42-1116

14：00～15：00 講演会「古地図で読み解く近江・東近江」 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

- いなべ東近江ラリー2018（24日まで） いなべ市および永源寺地区 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

7：00～20：00 滋賀県知事選挙および滋賀県議会議員補欠選挙　投票日 市内各所 市選挙管理委員会　0748-20-1685

8：45～ 第12回ディスコン大会 湖東体育館 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

10：00～16：00 いなべ東近江ラリー2018　コス痛と宴（痛車イベント） 永源寺支所駐車場 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：00～16：00 女性のための創業塾～小さなお店の開き方～第１日程 能登川コミュニティセンター 東近江市商工会　0749-45-5077

21：15～ 滋賀県知事選挙および滋賀県議会議員補欠選挙　開票 湖東中学校体育館 市選挙管理委員会　0748-20-1685

25 月

8：30～17：15 市民ギャラリー　田中佑芽作品展（絵画）・JAグリーン近江女性部粘土教室（陶芸）（7月6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

10：00～15：00 東近江市地区赤十字奉仕団リーダー研修会 蒲生コミュニティセンター 東近江市地区赤十字奉仕団（事務局：健康福祉政策課）　0748-24-5512 050-5801-0945

9：00～11：30 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

13：30～15：00 園芸講座 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

28 木

9：30～ 平成３０年６月定例会　委員長報告・表決・閉会 東近江市役所本庁舎本館 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

14：00～16：00 図書館でいきいき脳活！ 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

9：00～11：00 八日市南小学校芝植えセレモニー 八日市南小学校 学校施設課　0748-24-5627 050-5801-0494

10：00～ とんぼ観察会 八日市図書館（集合） 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

10：00～11：40 2018東近江市人権のまちづくり講座（第3回） 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

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5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。
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