
日 曜 時　間 行 事 お よ び 概 要 場  所 連 絡 先 ＩＰ電話

大舩真言展「粒子の気色」 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

絵本原画展『絵でつなぐ戦争と児童文学』 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

2月8日まで 市民ギャラリー　八日市フォトクラブ写真展 東近江市役所本館1階ロビー 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

2月15日まで East Rainbow☆14th 近江鉄道八日市駅前ロータリーほか 八日市商工会議所　0748-22-0186 -

2月17日まで 鬼はそと～♪福はうち～♪「鬼の凧、福の凧」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

2月22日まで 市民ギャラリー　陶芸品（橋本圭司さん） 東近江市役所本館1階ロビー 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

2月24日まで 第129回企画展「ちょっと昔の道具たち2019～道具の移りかわりあれこれ～」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

ミニ企画展「西堀榮三郎ネパール編」 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

県内小中学校平和学習　子どもたちの足跡展 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

6月2日まで 第22回企画展示「戦時下の村と陸軍飛行場」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

9：30～17：00 商家に伝わるひな人形めぐり（3月21日まで） 五個荘近江商人屋敷ほか 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

9：30～17：00 融人が愛した冬（4月7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

9：30～17：00 冬季企画展「平山郁夫－引き寄せられた中国書画－」、切り絵作家・奥居匡 動物たちのひな祭り（3月21日まで） 観峰館（五個荘竜田町136） 観峰館　0748-48-4141 -

10：00～13：00 びわこ学院大学附属こども園あっぷる5歳児対象　節分交通安全教室 クレフィール湖東こども交通公園（平柳町22-3） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

9：30～12：00 水鳥観察会 伊庭内湖 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9：30～17：00 ネパールプロジェクト報告展（6月16日まで） 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～、14：00～ こども雛絵巻まつり（3日も開催） 近江商人屋敷　外村宇兵衛邸 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 050-5802-8621

14：00～15：30 大舩真言展「粒子の気色」アーティスト・トーク 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

15：00～ 節分福まき～福をもらいに本町商店街へ行こう～ 本町商店街サンパーク駐車場 ほんまち商店街の応援隊（八木）　080-1938-2507 -

10：00～ 押立神社　節分祭（福餅・福豆まき神事） 押立神社（北菩提寺町356） 押立神社　0749-45-2094 -

10：00～ 歴史と文化を楽しむツアー　節分で厄を払い豆を食べて「まめで元気に」 JR能登川駅西口（集合） 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 050-5802-8621

10：00～11：30 南部地区市民学習会　人権「100人集会」 南部コミュニティセンター 南部コミュニティセンター　0748-23-1573 050-8034-1573

14：00～14：30 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

17：30～19：00 東近江のガオさん登場！！ 野々宮神社（八日市金屋1-5-12） 八日市商工会議所内　ほない会　0748-22-0186 -

18：00～20：00 ガオがくるぞ！大作戦 申込みのあった子育て家庭（市内20軒程度） 八日市商工会議所内　ほない会　0748-22-0186 -

4 月 13：30～15：30 2月度　うたごえひろば（毎月開催） 南部コミュニティセンター 南部コミュニティセンター　0748-23-1573 050-8034-1573

5 火 13：30～15：30 地域の子育て相談員養成講座　1回目 東近江市役所新館3階317会議室 こども政策課　0748-24-5643 050-5801-5643

6 水 10：00～17：30 びわこ学院大学教育福祉学部子ども学科　山成昭世ゼミ「卒業作品展」（8日まで） びわこ学院大学図書館地階ラーニングコモンズ（布施町29）

7 木 10：00～12：00 親子ふれあい広場（子育て支援） 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 金 16：00～18：00 東近江市内で大学生が取り組むプロジェクト発表会～私たちと語ろう、まちの未来～ 浜野会館（八日市松尾町3-13） 広報課　0748-24-5611 050-5801-5611

10：00～ きらり！えいげんじ再発見事業　井伊家と永源寺の絆を解き明かす 永源寺コミュニティセンター 永源寺地区まちづくり協議会（永源寺コミュニティセンター内） 050-5802-9336

10：00～11：30 大人の民具体験　めっちゃ便利！ふろしきの使い方 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 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

各会場による 東近江　ちいさな　たびいち（3月10日まで） 市内各会場（こもれ日小田苅家ほか） 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 050-5802-8621

10：00～ コロコロバスボム＆ミニハーバリウム体験 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

10：00～11：30 大人の民具体験　七輪で炭に火をつけてみましょう 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

10：00～12：00 慈眼寺　聖観音立像が御開帳 慈眼寺（瓜生津町1317） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「大阪での勤務から徴兵へ　～『ガス兵』としての毎日～」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

11 祝 11：00～ あいのまちHappyCoupling2019 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

12 火

8：30～17：15 市民ギャラリー「シルバー元気工房水彩画教室展」（22日まで） 東近江市役所本館1階ロビー 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

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

10：00～11：30 「家族力アップの家事シェア」講座 ウェルネス八日市 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

12：00～12：30 キッチンカー出前「健康教室」 大塚公民館（大塚町1712−13） コープしが組織部　077-586-4839 -

13：30～15：30 地域の子育て相談員養成講座　2回目 東近江市役所新館3階319会議室 こども政策課　0748-24-5643 050-5801-5643

13：30～16：00 第10回シニア世代の仲間作り講座① 東近江市福祉センターハートピア（今崎町21-1） 東近江市社会福祉協議会地域福祉課　0748-20-0555 050-5801-1125

13：30～16：30 木地師のふるさとアーカイブ・プロジェクト（第7回） 能登川博物館 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

調整中 埼玉県富士見市との地域連携等協定調印式 富士見市役所 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

9：30～11：30 ものわすれ相談室 福祉総合支援課（市役所本館1階） 福祉総合支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

10：00～11：45 音楽の散歩道　Vol.189 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 東近江市青少年問題協議会 市役所新館3階314会議室 東近江市教育委員会事務局生涯学習課
0748-24-5672 050-5801-5672

14：00～17：30 地域共生のまちづくりフォーラム クレフィール湖東（平柳町22-3） 健康福祉政策課　0748-24-5512 050-5801-0945

9：00～17：30 ぬくもりメッセージ2018　入賞者作品展（20日まで） 永源寺コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～11：50 ぬくもりメッセージ2018表彰式、公演など 永源寺コミュニティセンター 東近江市教育委員会・東近江市人権のまちづくり協議会
0748-24-5672 050-5801-5672

14：00～ 重要文化的景観「伊庭内湖の農村景観」景観報告会 謹節館（伊庭町2016） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

14：00～14：30 学芸員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

14：00～16：30 平和の学校あかり（発信！わたしの平和への思い） 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

平成３１年２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）

2月3日まで

3月31日まで

1 金

2 土

3 日

山成研究室　0748-22-3388（代）、外部連携研究支援課　0748-35-0005

9 土

10 日

13 水

14 木

15 金

16 土



10：00～15：00 近江龍門蔵元と布引焼窯元を訪ねる 近江鉄道　八日市駅（集合） 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 050-5802-8621

13：30～16：00 東近江で働こう！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

14：00～14：30 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

- 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 15：30～17：00 地域学校協働活動推進に向けた運営委員会 市役所東庁舎東Ａ会議室 東近江市教育委員会事務局生涯学習課
0748-24-5672 050-5801-5672

9：30～20：00 ぬくもりメッセージ2018　入賞者作品展（28日まで） ショッピングプラザアピア（八日市浜野町3-1） 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：00～14：00 第10回シニア世代の仲間作り講座② 蒲生コミュニティセンター 東近江市社会福祉協議会地域福祉課　0748-20-0555 050-5801-1125

19：00～21：00 東近江やまの子キャンプ第6回実行委員会 市役所東庁舎東Ａ会議室 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

9：00～17：00 ひな人形の凧展（3月17日まで） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

10：00～12：00 2月度　親子で遊ぼう「なんぶっこ」（毎月開催） 南部コミュニティセンター 南部コミュニティセンター　0748-23-1573 050-8034-1573

22 金

13：00～16：15 地域から医療福祉を考えるフォーラム＆地域創生講座 能登川コミュニティセンター 保険年金課　0748-24-5631 050-5801-5631

13：30～15：30 折雛づくりとお雛さまのお話 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 高齢者・障害者なんでも相談会 蒲生コミュニティセンター NPO法人まちの相談室よりそい　0748-56-1085 050-8036-0252

14：00～ おうみ狂言図鑑2019「御茶の水」「太刀奪」「HOTAL･HOTEL」 てんびんの里文化学習センター てんびんの里文化学習ｾﾝﾀｰ　0748-48-7100 050-5801-7100

8：30～ 第6回ネットでポンポイ大会 布引運動公園体育館 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：00～12：00 おいでやす日曜市 八日市公設地方卸売市場 八日市公設地方卸売市場　0748-23-6671 050-5801-1136

10：00～15：30 奥居匡 切り絵ワークショップ 観峰館（五個荘竜田町136） 観峰館　0748-48-4141 -

11：00～ 赤塚先生料理教室 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

13：00～15：45 平成30年度東近江市母子寡婦福祉大会 八日市コミュニティセンター こども政策課　0748-24-5643 050-5801-5643

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

25 月 9：30～ 3月定例会　開会 東近江市役所本館3階議場 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

26 火 8：30～17：15 市民ギャラリー「シニア世代の趣味の会」（3月22日まで） 東近江市役所本館1階ロビー 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

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

10：00～15：00 女性のための森ですごす素敵時間『竹伐り体験＆森のバームクーヘン作り』 河辺いきものの森（建部北町531） NPO法人里山保全活動団体　遊林会　0748-20-5211 050-5801-5211

10：00～18：00 「能登川中学校卒業制作展」、卒業生｢きらめく先輩」(最終日は13時まで）（3月10日まで） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13：00～16：30 にじいろスポット（子ども事業） 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 第10回シニア世代の仲間作り講座③ 東近江市福祉センターハートピア（今崎町21－1） 東近江市社会福祉協議会地域福祉課　0748-20-0555 050-5801-1125

13：30～16：30 木地師のふるさとアーカイブ・プロジェクト（第8回） 能登川博物館 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

8：45～17：15 ごみの行方を知る見学会 草津市立クリーンセンター・滋賀県湖南中部浄化センター 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

14：00～16：00 薬膳茶を飲みながら季節の養生を学ぼう－春編－ ウェルネス八日市 NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

19：00～21：45 地域創生講座～まち・むらの課題をまち・むらの力で解決するために～ 市役所新館3階 まちづくり協働課　0748-24-5623 050-5801-5623

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。日時など詳しいことについては、直接,主催者へ問い合わせてください。　定員がある場合は申込が必要です。

※「行事予定表」は平成31年1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確認してください。

17 日

20 水

21 木

23 土

24 日

27 水

28 木


