
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

5月1日まで 山歩道 東近江市奥永源寺地域 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

第125回企画展「東近江市の縄文土器」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

暮らしの水彩画 河辺いきものの森 河辺いきものの森　0748-20-5211 なし

ゴールデンウィークは東近江大凧会館で“色んなおもちゃで遊んじゃおう！！” 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

～みんな来い！来い！～「鯉の凧展」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

5月13日まで しゃくなげ園　一般公開 村田製作所　八日市事業所（東沖野4丁目4番1号） 株式会社村田製作所　八日市事業所　0748-22-5500 なし

5月20日まで 商家に伝わる武者人形めぐり 五個荘近江商人屋敷ほか 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

5月25日まで 市民ギャラリー　水墨画展、篠原大雄展 東近江市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

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

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

春季本館展示「歴史を伝えた人々」～金石家の書画～、～江戸・明治の学術書から～ 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

春季企画展「点は墜石のごとく－顔真卿書法とその継承者たち－」 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

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

1 火

2 水

3 祝 17：00～ 宮川町のケンケト祭り 八坂神社御旅所（宮川町集落内） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

4 祝 13：00～ 伊庭の坂下し 繖峰神社（伊庭町34） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

10：00～15：00 鈴鹿10座登山～天狗堂編～ 鈴鹿10座　天狗堂 木地師のふるさと髙松会　090-9991-0130

10：00～15：00 市民ふれあいスポーツデーin布引運動公園 布引グリーンスタジアム布引運動公園体育館 布引グリーンスタジアム　0748-20-1230 050-5802-8801

13：30～14：00 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

10：00～ ファミリーウォークin布引グリーンスタジアム 布引グリーンスタジアム スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：00～12：00 平成30年度東近江市職員採用説明会 東近江市役所本庁舎新館 職員課　0748-24-5601 050-5801-5601

10：30～11：30 かえでちゃんのみお～GO！（MIOびわこ滋賀サッカー観戦） 布引グリーンスタジアム 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

7 月

8 火 9：00～15：00 鈴鹿10座の地域資源保全活動 銚子ヶ口北尾根 東近江市エコツーリズム推進協議会　0748-24-5524 なし

9：00～（予定） 八日市南高校　政所茶のこもかけ 奥永源寺地区の茶畑 八日市南高校　0748-22-1513

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

10：00～18：00 第126回企画展「メダカ展～あなたの知らない世界～」（6月10日まで） 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13：30～ 東近江市文化団体連合会代議員会（総会） 八日市文化芸術会館 東近江市文化団体連合会　0748-24-5672 050-5801-5672

10 木 10：00～11：45 音楽の散歩道　Vol.180 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 五個荘コミュニティセンター 福祉総合支援支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

10：00～18：00 沢島忠監督回顧展（6月3日まで） 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300

8：30～16：30 森と水のエコツアー2018②　鈴鹿10座登山　釈迦ヶ岳編 鈴鹿10座　釈迦ヶ岳 東近江市エコツーリズム推進協議会　0748-24-5524 なし

10：00～12：00 論語素読講座【前期】第2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～ いちにのさんっ！！　第1回活動「仲間づくり」 湖東コミュニティセンター いちにのさんっ！！実行委員会　0748-24-5672 050-5801-5672

13：15～ 【沢島忠監督回顧展関連事業】講演会「沢島忠監督ーその人と作品ー」 湖東図書館 湖東図書館　0749-45-2300 050-5801-2300

13：30～15：30 メダカ探検隊 能登川博物館（集合） 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

14：00～ 語り部次世代育成講座説明会「語りつぐために」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

9：00～16：00 STSプレイベント　自転車編～走りましょう！！～ 能登川水車とカヌーランド SLYCE BASE CAMP　090-9867-4351 なし

13：30～14：30 Dドラファミリーコンサート 愛東コミュニティセンター Dドラファミリー（丸山）090-4908-9714

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「語り継ぐシベリア抑留」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

14 月

15 火

9：30～ 羊の毛刈り ひつじの里（池之脇町忠連谷） 林業振興課　0748-24-5523 なし

10：00～18：00 永源寺ものづくり展（6月10日まで） 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

13：30～15：30 第15回井伊家ゆかりの社寺で聞く「歴史･文化・教養講座」 百済寺（百済寺町323） 彦根観光協会　0749-23-0001

19：30～ 東近江市PTA連絡協議会総会 湖東コミュニティセンター 東近江市PTA連絡協議会　0748-24-5672 050-5801-5672

18 金

9：00～ 東近江市人権のまちづくり協議会総会 東近江市役所本庁舎新館 東近江市人権まちづくり協議会　0748-24-5672 050-5801-5672

9：00～15：00 ワイルド池本の「植物観察＆木工体験」② 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 なし

9：30～18：00 花フェスタ2018（27日まで） 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 ヘムスロイドの森まつり2018（20日まで） ことうヘムスロイド村（平柳町568） 湖東支所　0749-45-0511 050-5801-0511

13：30～15：30 東近江市青少年育成市民会議八日市支部総会 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　0748-24-5672 050-5801-5672

- 森林（もり）の専門家養成塾　第1日程 すこやかの杜運動公園周辺（小田苅町） 林業振興課　0748-24-5523 なし

8：30～13：00 てんびんの里ふれあいウォーク2018 五個荘中央公園（スタート） てんびんの里ふれあいウォーク実行委員会 050-5801-2737

10：00～16：00 【東近江ふれあいハイキング】春の山と里を歩いて雪野山周辺の古墳を巡る 羽田西バス停（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 050-5801-6678

10：30～ お田植え大祭 太郎坊宮の麓 太郎坊　阿賀神社　0748-23-1341 なし

10：30～12：00 ボランティア登録講座 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

21 月 19：30～ 東近江市子ども会連合会総会 東近江市役所本庁舎新館 東近江市子ども会連合会　0748-24-5672 050-5801-5672

22 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

10：00～15：00 女性のための素敵時間！⑧　新緑の森でヨガ＆よもぎのおやつ作り 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 なし

13：30～15：00 さわやかセミナー開講式/講演会「楽しく食べて、健康に！」 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

5月6日まで

6月3日まで

6月24日まで
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平成３０年５月　主な行事予定【東近江市】

24 木 10：00～11：00 親子ふれあい広場（子育て支援）「はじまりの会」 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

25 金

10：00～12：00 保育の仕事　就職フェア～保育現場で一緒に働いてみませんか～ 東近江市役所本庁舎新館 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647

14：00～16：00 平和の学校あかり（平和祈念館ってどんなところ？） 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

19：30～21：00 ホタル観察会 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9：00～10：30 ごみゼロ大作戦 五個荘地区大同川周辺 廃棄物対策課　0748-24-5636 050-5801-5636

9：30～15：00 婚活ハイキング 浜野会館（松尾町）（集合） 中野地区まちづくり協議会（広田）080-1473-4168

10：00～11：45 第19回あかね人形劇まつり あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

11：00～12：00 ゴーヤ育成モニター講習会 五個荘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

28 月

29 火 10：00～12：00 手話体験講座「手話を学んでみませんか」 東近江市役所本庁舎新館 障害福祉課　0748-24-5640 050-5801-5640

30 水

31 木

※「行事予定表」は平成30年4月13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 土

27 日

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。


