
平成３０年９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月2日まで 第127回企画展「夏の民具あれこれ」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9月9日まで 夏季企画展示「原田観峰の書　観峰－瞬間の息吹－」 観峰館 観峰館　0748-48-4141 -

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」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

9月30日まで 「中路融人遺作展　その画業を辿（たど）る」 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～ 就農移住推進ツアー JR能登川駅西口　集合 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

9：30～ 平成30年度能登川交通安全推進大会 能登川コミュニティセンター 能登川支所　0748-42-9910 050-5801-9910

18：00～ KOKON de 婚活 in 東近江市 パンカフェKOKON（八日市本町7-8） 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

19：00～20：30 そとイコ！永源寺で星空観察会 池田牧場　（和南町2191） NPO法人　里山保全活動団体　遊林会　0748-20-5211 050-5801-5211

19：30～21：00 人権のまちづくり協議会ミニ講座「くらしの中で認知症を考える」 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

9：00～15：30 東近江フルーツ物語 あいとうマーガレットステーション　集合 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

10：00～12：00 〈子育ち講座〉体感ふれあい遊び・生きる力を育むふれあい遊び 子民家エトコロ（林町2-1） 子民家エトコロ　080-2427-1697（担当：中島） -

10：00～12：30 公益財団法人東近江三方よし基金主催　公益認定感謝祭 ショッピングプラザアピア4階 森と水政策課内　0748-24-5524 -

11：00～12：00 永崎みさとさんとうたってあそぼう！ 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

13：30～15：00 サイエンスカフェ「何が早田を突き動かしたのか？」 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

3 月

4 火 8：30～17：15 市民ギャラリー　木工と立体書画（14日まで） 東近江市役所本庁舎本館1階 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：30～17：00 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」（12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

10：00～13：00 パン連続講座（２回目）「お惣菜パン」 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

10：00～18：00 山根悦子えほん原画展－身近な植物を描く－（10月7日まで） 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

10：30～ 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

13：00～15：00 鈴鹿の森の学び塾　奥のカフェ　第1回 道の駅奥永源寺渓流の里 東近江市エコツーリズム推進協議会0748-24-5524 -

6 木 10：00～14：00 〈エトコロおやこ教室〉ちいさなフラワーアレンジメント～花器も自分でつくります～ 子民家エトコロ（林町2-1） 子民家エトコロ　080-2427-1697（担当：中島） -

10：00～12：00 東近江市空家総合相談会　空家・空店舗所有者の部
13：00～15：00 東近江市空家総合相談会　活用希望者の部

展示施設の開館時間中 緑のカーテンコンテスト写真展（14日まで） 五個荘図書館、永源寺図書館、能登川図書館、蒲生図書館 東近江市さわやか環境づくり協議会　0748-24-5633 050-5801-5633

9：00～15：30 東近江フルーツ物語 道の駅あいとうマーガレットステーション　集合 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

9：00～16：00 森林（もり）の専門家養成塾　第4日程「里山林と人工林との違いを知ろう。」 東近江市黄和田町 林業振興課　0748-24-5523 -

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

13：30～15：30 ひらめきコラージュ！ 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

13：30～16：00 第14回東近江市人権ふれあい市民のつどい 八日市文化芸術会館 東近江市人権ふれあい市民のつどい実行委員会
【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

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

14：00～16：00 認知症連続講座（第1回） 東近江市役所本庁舎新館3階 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

7：30～10：30 平成30年度　東近江市総合防災訓練 永源寺運動公園グラウンド（上二俣町） 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

8：45～11：00 湖東路ウォーク 西堀榮三郎記念探検の殿堂　集合 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：00～ 第14回東近江市民体育大会　水泳 布引運動公園プール 東近江市スポーツ協会　0748-24-5674 050-5801-5674

10：00～15：00 稲刈り風景を見ながら史跡の古墳巡り 羽田西バス停　集合 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

14：00～ 鈴木翼・ロケットくれよん　ファミリーコンサート あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

10 月

9：00～ 平成30年9月議会定例会　一般質問（13日まで） 東近江市役所本庁舎本館3階 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

9：30～17：00 猪ノ田裕樹展　ふるさとの詩（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

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

13：00～15：00 鈴鹿の森の学び塾　奥のカフェ　第2回 道の駅奥永源寺渓流の里 東近江市エコツーリズム推進協議会0748-24-5524 -

13 木 10：00～11：45 音楽の散歩道　Vol.184 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

14 金 9：30～11：30 ものわすれ相談室 蒲生コミュニティセンター 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

9：30～ 五個荘金堂伝統的建造物群保存地区重伝建選定20年記念事業　オープニングセレモニー

9：30～17：00 五個荘金堂伝統的建造物群保存地区重伝建選定20年記念展（12月9日まで）

10：15～14：30 永源寺門前で座禅とこんにゃく、歴史と工芸を体感 永源寺前バス停　集合 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

13：00～15：00 鈴鹿の森の学び塾　奥のカフェ　第3回 道の駅奥永源寺渓流の里 東近江市エコツーリズム推進協議会0748-24-5524 -

13：00～20：30 謎解き冒険街コン-恋のパズルを解き明かそう- 八日市商工会議所（八日市東浜町1-5） 八日市商工会議所青年部　0748-22-0186 -

13：30～15：20 名画上映会『幻の光』（邦画） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

8：50～ 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

9：30～16：00 第7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

10：00～13：00 蒲生野で癒しと悟り　THE禅 梵釈寺（蒲生岡本町185） 一般社団法人がもう夢工房　0748-56-1395 -

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「福知山歩兵第20聯隊に入隊～中国での通信兵の体験～」 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

9：00～ 第14回東近江市民体育大会　タグラグビー 蒲生東小学校 東近江市スポーツ協会　0748-24-5674 050-5801-5674

9：00～16：00 いきもの調査隊 和南川、雪野山歴史公園 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

18 火 8：30～17：15 緑のカーテンコンテスト写真展（28日まで） 東近江市役所本庁舎本館1階 東近江市さわやか環境づくり協議会　0748-24-5633 050-5801-5633

8：00～18：00 すこやか学級・さわやかセミナー合同館外研修（行先：「布引ハーブ園＆白鶴酒造資料館」） 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

8：30～17：15 市民ギャラリー　永源寺地区郷土史会展（10月12日まで） 東近江市役所本庁舎本館1階 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

未定 八日市西小学校交通環境学習教室 八日市西小学校 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658
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日 曜 時間 行 事 お よ び 概 要 場  所 連 絡 先 ＩＰ電話

10：00～11：30 親子ふれあい広場（子育て支援）「運動会ごっご」 布施公園 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

10：30～12：00 〈お仕事スタート支援講座〉主婦が仕事を始める前に準備しておきたい5つのこと 子民家エトコロ（林町2-1） 子民家エトコロ　080-2427-1697（担当：中島） -

展示施設の開館時間中 緑のカーテンコンテスト写真展（28日まで） 愛東図書館、八日市図書館、湖東コミュニティセンター 東近江市さわやか環境づくり協議会　0748-24-5633 050-5801-5633

9：00～10：00 秋の全国交通安全運動に向けた出動式 東近江警察署
東近江地区交通安全推進会議
（事務局：交通政策課）0748-24-5658 050-5801-5658

13：30～16：30 税に関する無料相談 東近江市役所本庁舎新館2階 市民税課　0748-24-5604 050-5801-5604

9：30～17：00 秋季特別企画展「雪野山古墳の全貌」（11月18日まで） 観峰館
観峰館　0748-48-4141
埋蔵文化財センター　0748-42-5011

-
050-5801-5011

9：30～17：00 「追求の先に･･･美を拓くものたち」展Part6（12月16日まで）
13：00～14：30 「追求の先に･･･美を拓くものたち」展Part6　オープニング交流会

10：00～ オオルリボシヤンマをさがしに行こう 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

13：30～15：00 大人のための歴史教室「漫画の中の戦争」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

13：30～15：30 オストメイト地域相談会 能登川コミュニティセンター （公社）日本オストミー協会滋賀県支部　077-562-1773 -

14：00～15：30 第14回東近江市民大学　第5講座「どうなる日本！政治経済の未来を見通すには」 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

18：50～ 悠久の丘　お月見コンサート 悠久の丘あかね古墳公園 蒲生コミュニティセンター0748-55-0207 050-5801-0207

16：00～21：00 中山道灯り路 五個荘地区中山道沿線 五個荘まちづくり協議会　0748-48-7303 050-5801-7303

9：00～ 第14回東近江市民体育大会　バドミントン 布引運動公園体育館 東近江市スポーツ協会　0748-24-5674 050-5801-5674

14：30～15：30 アンティークオルゴール鑑賞会 観峰館 観峰館　0748-48-4141 -

9：30～16：00 ぶらっと五個荘まちあるき 五個荘地区 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

9：00～16：00 いきもの調査隊 愛東支所～恵美須溜、猪子山 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

10：00～13：00 蒲生野で癒しと悟り　THE禅 梵釈寺（蒲生岡本町185） 一般社団法人がもう夢工房　0748-56-1395 -

10：00～11：30 （仮称）保健・子育て複合施設新築工事　竣工式
13：00～15：00 （仮称）保健・子育て複合施設新築工事　内覧会

13：30～16：30 高齢者ふれあい交通安全教室 八日市自動車教習所（妙法寺町） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

- 各種証明書のコンビニ交付サービス開始 全国のコンビニエンスストアほか 市民課　0570-078-963（専用ナビダイヤル） 050-5801-8295

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

10：00～11：00 中小路町高齢者交通安全教室 御園コミュニティセンター 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

10：00～15：00 女性のための森ですごす素敵時間　第11回『私の植物ノート&森のハーバリウム作り』 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

10：30～11：45 〈座談会〉パパの話、あれこれ 子民家エトコロ（林町2-1） 子民家エトコロ　080-2427-1697（担当：中島） -

13：00～16：30 にじいろスポット（簡単工作など） 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

27 木 13：30～16：30 高齢者ふれあい交通安全教室 八日市自動車教習所（妙法寺町） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

28 金 9：30～ 平成30年9月議会定例会　委員長報告・表決・閉会 東近江市役所本庁舎本館3階 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

9：00～ 第14回東近江市民体育大会　弓道 布引運動公園弓道場 東近江市スポーツ協会　0748-24-5674 050-5801-5674

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 -

9：00～12：00 猪子山探検隊～タカの渡り～ 猪子山山頂　集合 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

10：00～15：00 水と緑溢れる五個荘　古の社寺を訪ねて ぷらざ三方よし前バス停　集合 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

13：30～15：00 講演会「雪野山古墳と三角縁神獣鏡」 観峰館 観峰館　0748-48-4141 -

14：00～16：00 認知症連続講座（第2回） 東近江市役所本庁舎新館3階 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

19：30～ 第14回東近江市民体育大会　総合開会式 布引運動公園体育館 東近江市スポーツ協会　0748-24-5674 050-5801-5674

8：30～15：30 第14回楽しく泳ごう会 布引運動公園プール 布引運動公園プール　0748-25-0045 050-5802-2538

9：30～16：00 第8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

9：30～17：00 第21回企画展示「戦場より　故郷の家族へ-戦没者の手紙-」（12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

10：30～12：00 【山根悦子えほん原画展－身近な植物を描く－】ワークショップ「身近な植物をさがす・描く」 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

13：30～ 映画上映会「ドラマ　紅白が生まれた日」 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 【山根悦子えほん原画展－身近な植物を描く－】講演会「山根悦子えほんを語る」 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

13：30～16：00 高齢者・障がい者なんでも相談会 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

14：30～15：30 アンティークオルゴール鑑賞会 観峰館 観峰館　0748-48-4141 -

15：00～16：30 【山根悦子えほん原画展－身近な植物を描く－】ギャラリートーク・交流会 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

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8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。
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木

水26

祝23

休24

050-5801-5646健康推進課　0748-24-5646（仮称）保健・子育て複合施設（東中野町）

日30

土29

火25

050-5802-2291西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011西堀榮三郎記念探検の殿堂


