
平成３０年７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

T・O・K・I展 能登川ファブリカ村（佐野町657） ファブリカ村　0748-42-0380

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8日まで 展覧会「画家が図書館に絵をかざりに来る」 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

7月15日まで 企画展｢近江の古地図」 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

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

9月24日まで 第20回企画展示「戦場となった滋賀-県下の戦争遺跡」 滋賀滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

8：00～ 東近江市消防操法訓練大会 滋賀県消防学校屋外訓練場（神郷町314） 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

10：00～16：00 女性のための創業塾～小さなお店の開き方～第2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 なし

13：30～15：00 平和学習「人間爆弾「桜花」比叡山基地までの道」 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 ミュージアムガイドによる「商家の家訓展」解説（7、8、15、16日も開催） 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

- 東近江・湖東圏域ｅｃｏサマー（8月31日まで） 東近江市および湖東圏域 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

9：30～10：30 危険予測トレーニング（KYT）講習 簗瀬報徳館（五個荘簗瀬町304） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

14：00～ 第3期地域担当職員任命式 東近江市役所本庁舎新館 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

15：15～15：35 第68回“社会を明るくする運動”メッセージ伝達式 東近江市役所本庁舎本館 健康福祉政策課　0748-24-5512 050-5801-0945

19：00～21：00 江州音頭講習会 八日市コミュニティセンター 八日市商工会議所　0748-22-0186 なし

9：00～11：30 「びわ湖の日」一斉清掃（荒天中止） 能登川漁業協同組合漁港周辺および伊庭内湖周辺 廃棄物対策課　0748-24-5636 050-5801-5636

10：00～10：30 玉緒幼稚園ジュニアポリスが交通安全啓発 マックスバリュ東近江店入口付近（青葉町2番8-1） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

4 水 10：30～ ベビーといっしょにコンサート 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

5 木 10：00～11：30 親子ふれあい広場（子育て支援）「たなばた」 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 金 10：00～17：00 えんとつ町のプペル　光る絵本展（29日まで） 八日市本町商店街一帯・ショッピングプラザアピア 絵本展代表　八木　080-1938-2507

9：00～16：00 いきもの調査隊 愛東支所（集合） 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

9：30～17：00 夏季企画展示「原田観峰の書　観峰－瞬間の息吹－」（9月9日まで） 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

10：15～11：15 夏のおたのしみ会（おはなし会と工作会） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

10:30～、12：00～、15：00～ ピザ焼き体験教室（8日、28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

13：30～16：00 山の間伐材で作る！まな板づくり！ 君ヶ畑町髙松御所前（集合）（君ヶ畑町809） 木地師のふるさと髙松会　090-9991-0130

14：00～15：40 2018東近江市人権のまちづくり講座（第４回）「共に依存しない男女のよりよい生き方」 東近江市役所本庁舎新館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

15：00～ 能登川駅前チンドン夏まつり JR能登川駅前 能登川駅前賑わい創出実行委員会　090-3998-8812

8：30～16：00 ドラゴンカヌーヤングフェスティバル 能登川水車とカヌーランド 能登川青年団　0748-42-6240、能登川コミュニティセンター　0748-43-3200


9：30～16：00 科学探検隊ココロボ開講　第3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

10：00～16：00 女性のための創業塾～小さなお店の開き方～第3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 なし

14：00～16：00 2018東近江やまの子キャンプ事前研修会 愛東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9 月 18：00～20：00 カナダ・テーバー町友好親善使節団との市民交流会 八日市商工会議所 東近江国際交流協会 050-5802-9606

8：30～17：15 市民ギャラリー　きりえ・絵画展（木下冨男さん）（20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

15：00～17：00 平成30年度第1回東近江市子ども・子育て会議 東近江市役所本庁舎本館 こども政策課　0748-24-5643 050-5801-5643

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

14：00～17：00 Webマーケティングセミナー　インターネットを使って情報発信をするコツを知る！！入門編 能登川コミュニティセンター NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

19：30～20：30 第71回滋賀県民体育大会　東近江市選手団結団壮行式 ひばり公園　みすまの館（池庄町610番地） 東近江市スポーツ協会　0748-24-5674 ５８０１－５６７４

12 木 10：00～11：45 音楽の散歩道　Vol.182 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

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

19：30～21：00 第14回東近江市民大学　第2講座（ひがしおうみ晴耕塾と共催） 八日市文化
芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：30～17：00 「中路融人遺作展　その画業を辿（たど）る」（9月30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

10：00～10：30 中路融人記念館寄附贈呈式 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

10：00～12：00 猪子山探検隊～夏のきのこ～ 猪子山登山口 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

10：00～12：00 論語素読講座【前期】第4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 地域交流活動「いちにのさんっ！！」第2回活動「コンサート・クラフト」 湖東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

11：00～ 伊庭ナマズ－夏の漁萬膳－ JR能登川駅西口（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 なし

13：30～16：00 東近江市暮らしセミナー 大阪ふるさと暮らし情報センター（大阪市中央区） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

14：00～15：30 語り部次世代育成講座 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

14：00～17：30 東近江市内まちづくり協議会交流会 ショッピングプラザ・アピア（八日市浜野町3-1） まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

8：30～17：00 第13回東近江市ドラゴンカヌー大会 能登川水車とカヌーランド 東近江市スポーツ協会　0748-24-5674 ５８０１－５６７４

10：00～14：00 岩魚のつかみどり親子体験キャンプ 君ヶ畑町髙松御所前（集合）（君ヶ畑町809） 木地師のふるさと髙松会　090-9991-0130

10：00～16：00 女性のための創業塾～小さなお店の開き方～第4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 なし

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「予科練での日々と戦後の生活」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

- 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

10：00～ 平成30年度　ダンボールコンポスト親子講座 南部コミュニティセンター 南部地区まちづくり協議会　0748-23-1573 050-8034-1573

13：00～16：00 木地師文化フォーラム 木地師やまの子の家（蛭谷町342-2） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610
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日 曜 時間 行 事 お よ び 概 要 場  所 連 絡 先 ＩＰ電話

13：30～15：00 すこやか学級（高齢者学級）・さわやかセミナー（成人学級） 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

13：30～15：30 社会を明るくする運動　強化月間「一般公開ケース研究会」 蒲生コミュニティセンター 健康福祉政策課　0748-24-5512 050-5801-0945

19：30～21：00 手話体験講座 東近江市役所本庁舎新館 障害福祉課　0748-24-5640 050-5801-5640

日没～22：00 太郎坊宮夏祭り　千日大祭（夫婦岩ライトアップ）（24日まで） 太郎坊・阿賀神社（小脇町2247番地） 太郎坊宮・阿賀神社　0748-23-1341 なし

9：00～17：00 夏休み特別企画　ようこそ“思い出”の夏休み展へ　～思い出してみてください、あの時代を～（8月27日まで） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

10：00～18：00 第127回企画展「夏の民具あれこれ」（9月2日まで） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

20 金

9：00～15：00 ワイルド池本の「植物観察＆木工体験」④ 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

9：30～10：35 東近江市平和祈念式典 愛東コミュニティセンター 健康福祉政策課　0748-24-5512 050-5801-0945

10：00～ 幻の銘茶政所茶　茶摘み＆手もみ紅茶づくり JR能登川駅西口（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 なし

10：00～18：00 えほんであそぼ！～かみのふしぎ、かみのかたち～（8月26日まで） 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

10：00～18：00 としょかんあそび島「かこさとし　だるまちゃんとあそびのせかい」（8月31日まで）

10：00～18：00 工房和楽　陶芸作品展（8月31日まで）

10：30～16：00 実験・体験ひろば　Dr.ナダレンジャーがやってくる！＆体験ひろば 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～、14：00 太郎坊宮夏祭り　献茶祭 太郎坊・阿賀神社（小脇町2247番地） 太郎坊宮・阿賀神社　0748-23-1341 なし

19：00～ 八日市聖徳まつり 八日市駅前通り 八日市商工会議所　0748-22-0186 なし

9：30～16：00 科学探検隊ココロボ開講　第4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

10：00～16：00 女性のための創業塾～小さなお店の開き方～第5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 なし

11：00～、14：00 おしゃべり鑑賞会 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

12：00～ 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

14：00～15：30 平和の学校あかり（教えて戦争体験Ⅰ【目玉焼きをくれた兵隊さん】） 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

13：00～、15：00～ プラスティックでお面作り体験 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

20：00～20：30 太郎坊宮夏祭り　花火大会 太郎坊・阿賀神社 太郎坊宮・阿賀神社　0748-23-1341 なし

23 月

24 火 8：30～17：15 市民ギャラリー　東近江市社会福祉協議会　障害者デイサービス作品展示（陶芸など）（8月17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

9：00～11：30 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

10：00～15：00 女性のための森ですごす素敵時間！　第10回　森のカトラリー作り「木のすぷーん編」 河辺いきものの森 河辺いきものの森　0748-20-5211 050-5801-5211

13:00～16:30 にじいろスポット 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 まいぶん体験教室「勾玉」つくり 埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

13：30～15：30 にじいろ★キッズ（子ども事業）「陶芸教室①」 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

19：30～21：00 東近江市民「愛のパトロール」リーダー研修会 東近江市役所新館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～15：00 まいぶん体験教室「勾玉」つくり 埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

14：00～16：00 薬膳茶を飲みながら季節の養生を学ぼう－夏編－ こもれ日小田苅家（小田苅町352） NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

27 金 14：00～15：00 夏の工作会「アイスクリームのけん玉をつくろう」 蒲生図書館 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

9：00～16：00 第３回森林（もり）の専門家養成塾 すこやかの杠近隣の里山（東近江市小田苅町地先） 林業振興課　0748-24-5523 なし

10：00～15：00 八日市文化協会　市民ワークショップ 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～18：00 本の世界をたのしもう！「まあちゃんのながいかみ」でなにできる？（8月23日まで） 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

10：30～ 夏休み工作会～みつあみでミサンガをつくろう！～ 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

10：30～12：30 工作会～ヨシで紙をつくろう～ 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

13：00～14：00 土曜講座　観峰も筆のあやまり 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

13：30～15：30 山路川探検隊～川の健康診断～ 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

14：00～15：00 石丸正運先生によるギャラリートーク 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

9：00～12：30 ＪＡＲＥ杯－夏の陣（ロボット競技大会） 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

9：00～15：30 鈴鹿探訪　鈴鹿の谷と滝をめぐる 永源寺エリア 東近江市エコツーリズム推進協議会　0748-24-5524 なし

10：00～13：30 新企画！夏野菜♪レシピコンテスト 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

10：00～16：00 女性のための創業塾～小さなお店の開き方～第6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 なし

10：30～11：30 夏休みつくってあそぼう工作会 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

13：00～14：30 講演会　Science Café　南極料理人～諦めきれるならそれは夢ではない～ 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

13：30～16：00 合同就職面接会 能登川コミュニティセンター 商工労政課　0748-24-5565 050-5802-9540

14：00～16：00 平和の学校あかり（「すいとん」ってどんなもの？） 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

17：00～20：00 中野地区夏祭り 中野コミュニティセンター 中野地区夏祭り実行委員会　0748-22-0154 050-8035-2311

19：30～ 蒲生あかね夏祭り 蒲生運動公園 蒲生地区まちづくり協議会　0748-55-3030

30 月

31 火 - ２０１８東近江やまの子キャンプ(8月5日まで） 愛郷の森（和南町1563） 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：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6月15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。

26 木

28 土

29 日

050-5801-1515

22 日

25 水

19 木

21 土
八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515

18 水


