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12月2日まで ガリ版と新孔版の融合　安恒春一展 ガリ版伝承館 蒲生コミュニティセンター（担当　田中）　0748-55-0207 -

12月7日まで 市民ギャラリー　彩クラブ 東近江市役所本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

12月9日まで 重伝建選定20年記念展～ひと・まち・くらし　五個荘金堂の選択～ 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

山口マオ原画展 蒲生図書館 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

「追求の先に･･･美を拓くものたち」展Part6 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

12月21日まで 市民ギャラリー　陶芸と水彩の二人展（中村三郎さん、谷口隆雄さん） 東近江市役所本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

12月23日まで 東近江の古代寺院とその源流－東アジアからの道－ 能登川博物館 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

第21回企画展示「戦場より　故郷の家族へ-戦没者の手紙-」、
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」

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

日本画ができるまで　小下図おひろめ展 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

1月20日まで 館蔵中国書画-幸福を追求した作品-、海外の知識を求めて-英語・世界史の教科書- 観峰館 観峰館　0748-48-4141 -

1月31日まで 平和を願う子どもピースメッセージ絵画コンクール作品展 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

3月31日まで 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

8：00～9：30 熱気球体験係留フライト 愛東南小学校グラウンド（曽根町） 熱気球琵琶湖横断実行委員会　八日市気球クラブ会長　木村義也　090-3719-6967

9：00～12：00 伊庭内湖ヨシ刈り 伊庭町地先 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

9：00～17：00
"たのしさいっぱい"クリスマスの凧と絵本（24日まで）、
「亥（いのしし）」の絵が描かれた大凧のスタンプ・２畳敷きサイズの凧を設置（24日まで） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

10：00～15：30 市民活動推進交流会「ふらっとまざろう！わくわくこらぼ村」 ショッピングプラザアピア（八日市浜野町） ＮＰＯ法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

10：30～ わらべうたであそぼ！ 能登川図書館 能登川図書館　0748-42-7007 050-5801-7007

10：30～、12：00～、15：00～ 地元野菜もりもりピザ焼き体験教室（2日、15日、16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

11：00～11：30 東近江警察署・機動警察隊合同歳末特別警戒出動式 東近江市役所東庁舎 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

13：00～14：30 山口マオさんと楽しむ絵本「わにわに」の世界　　「巨大わにを描こう」ワークショップ 蒲生コミュニティセンター 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

13：00～16：00 「刀剣の美　鑑賞のツボ」第2回 北川鍛刀場(集合：近江商人博物館） 東近江市近江商人博物館・中路融人記念館　0748-48-7101 050-5802-3134

13：30～15：00 人権を考えるつどい「遺言知識を深める落語・笑ンディングノートのお話」 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

15：00～16：30 山口マオ講演会「わにわにのないしょ話」 蒲生コミュニティセンター 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342

8：30～ 第14回東近江市駅伝競走大会 布引運動公園陸上競技場 スポーツ課　0748-24-5674 050-5801-5674

9：30～11：30 平和学習講座「八日市布引丘陵・掩体壕群　現地見学会」 布引運動公園陸上競技場ほか 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

9：30～16：00 ロボカップジュニア　東近江ノード大会 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

10：00～ 太郎坊宮お火焚大祭 太郎坊・阿賀神社 太郎坊・阿賀神社　0748-23-1341 -

10：15～11：15 ふゆのおたのしみ会 八日市図書館 八日市おはなしグループ「ホビット」 050-5801-1125

11：00～16：00 滋賀発ティーンズアイドルユニット「マリーナブルーコンサート」 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

14：00～14：30 近江商人博物館日曜ガイド 近江商人博物館 東近江市近江商人博物館・中路融人記念館　0748-48-7101 050-5802-3134

3 月 16：00～16：20 「第70回人権週間」一日人権擁護委員委嘱式と街頭啓発 東近江市役所新館、西友八日市店（八日市緑町） 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

10：00～16：00 第13回東近江市文化団体連合会文化展（9日まで　初日は13：00から、最終日は15：00まで） 八日市文化芸術会館 東近江市文化団体連合会　【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

（各園による） 市内の各幼稚園・保育園・幼児園・認定こども園でもちつき（12日までの間で各1日） 玉緒幼稚園ほか 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647

- 第70回人権週間「みんなで築こう　人権の世紀～考えよう　相手の気持ち　未来へつなげよう　違いを認め合う心～（10日まで） - 人権・男女共同参画課　0748-24-5620 050-5801-5620

9：00～ 布引斎苑（火葬棟）　竣工式、内覧会 布引斎苑（瓜生津町2011-13） 八日市布引ライフ組合　0748-23-4922 -

10：00～11：30 おすそわけ野菜市 八日市図書館 東近江市社会福祉協議会地域福祉課　0748-20-0555 050-5801-1125

10：00～13：00 パン連続講座2回目「シュトーレン」 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

10：00～15：00 女性のための輝業学び茶屋　集団講座「私の夢をカタチにする！」 茶ろん坪六（宮荘町141-1） 東近江市商工会　0749-45-5077 -

13：30～16：00 通いの場づくり研修会 東近江市保健子育て複合施設ハピネス 長寿福祉課　0748-24-5645 050-5801-5645

13：30～18：00 愛知川　研究成果発表会・ワークショップ 五個荘コミュニティセンター 森と水政策課　0748-24-5524 -

15：00～16：00 飲酒運転撲滅啓発活動 東近江市役所能登川支所前 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

9：00～11：00 カプラブロックで遊ぼう 布引運動公園体育館 中野地区子ども会連合会（中野コミュニティセンター）　0748-22-0154 050-8035-2311

9：00～12：30 愛知川の愛林作業体験とほくほく焼き芋イベント2018
愛知川左岸河川敷（葉枝見橋下流の阿
弥陀堂町地先の広場）

滋賀県東近江土木事務所河川砂防課　0748-22-7737 -

10：00～12：00 論語素読講座【後期】第3回 てんびんの里文化学習センター 東近江市近江商人博物館・中路融人記念館　0748-48-7101 050-5802-3134

10：00～13：00 キッズ野菜ソムリエ育成講座in東近江市 道の駅あいとうマーガレットステーション 東近江市地産地消推進協議会事務局（農業水産課内）　0748-24-5573 050-5802-9961

10：15～15：30 激戦地、和南城址と信長の通った千草街道 永源寺前バス停（集合） 東近江市観光協会　0748-29-3920 　 -

10：30～11：30 ひまわりおはなし会の冬のおはなし大会 五個荘図書館 五個荘図書館　0748-48-2030 050-5801-2030

10：30～12：00、14：00～15：30 ホンモノ古代瓦拓本講座（東近江の古代寺院とその源流－東アジアからの道－関連事業） 能登川博物館 埋蔵文化財センター　0748-42-5011 050-5801-5011

13：00～15：00 第6回東近江・小中高生英語スピーチコンテスト 太子ホール（八日市町） 東近江国際交流協会 050-5802-9606

13：00～16：30 東近江地区交通安全推進大会 五個荘コミュニティセンター 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

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

14：00～16：00 平和の学校あかり（作ろう戦時のおもちゃ【お手玉】） 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 防犯研修会「特殊詐欺撲滅等についての寸劇」 中野コミュニティセンター 中野地区防犯自治会　0748-22-0154 050-8035-2311

9：30～11：30 婚活のススメ Part2～未婚者をかかえる家族、地域、職場の皆さんの役割～ 蒲生コミュニティセンター 蒲生地区まちづくり協議会　0748-55-3030 -

10：30～11：30 マーガレットのひと足はやいクリスマスおはなし会 愛東図書館 愛東図書館　0749-46-2266 050-5801-2266

11：30～15：30 健康な腎（人）生を！！～新たな国民病を知っていますか？～ 東近江市保健子育て複合施設ハピネス 保険年金課　0748-24-5631 050-5801-5631

11：30～、17：00～ 第25回湖東寄席　ざこば文久助の会 クレフィール湖東（平柳町22-3） クレフィール湖東　0749-45-3880 -

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「大阪防空庁舎での日々と大阪空襲の当時の様子」 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 冬の音楽イベント「ジプシージャズ」 観峰館 観峰館　0748-48-4141 -

14：00～15：00 蒲生図書館10周年スペシャルおはなし会 蒲生コミュニティセンター 蒲生図書館　0748-55-5701 050-5802-8342
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平成３０年１２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）

9：00～ 12月定例会　一般質問（12日まで） 東近江市役所本館 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

17：00～23：00 East Rainbow☆14th（2月15日まで） 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 -

8：30～17：15 市民ギャラリー　くらしの水彩画（谷口隆雄さん）（21日まで） 東近江市役所本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

19：30～ 2019年祝新成人飛揚「20畳敷東近江大凧」　完成・20歳の願い札貼り 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

9：30～10：30 しめ縄づくりに挑戦 中野コミュニティセンター 中野地区まちづくり協議会　0748-22-0154 050-8035-2311

9：30～12：00 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

13：30～16：30 木地師のふるさとアーカイブ・プロジェクト（第4回） 能登川博物館 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

（各園による） 市内の各幼稚園・保育園・幼児園・認定こども園でお楽しみ会（21日までの間で各1日） 玉緒幼稚園ほか 幼児課　0748-24-5647 050-5801-5647

10：00～11：45 音楽の散歩道　Vol.187 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

10：00～12：00 親子ふれあい広場「クリスマス会・カレーパーティ」 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

9：30～11：30 ものわすれ相談室 東近江市役所本館 福祉総合支援課　0748‐24‐5641 050-5801‐5641

13：30～16：00 人材が定着する　リーダーが育つ職場づくり講座 東近江市保健子育て複合施設ハピネス 長寿福祉課　0748-24-5645 050-5801-5645

9：30～12：00 おしゃべりくっきんぐ「ケーキ作り（ブッシュドノエル）」 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

11：00～12：30、13：30～15：00 八南レストラン（16日も開催） 八日市文化芸術会館内「喫茶セリーヌ」 八日市南高校食品科流通科学班　加藤教諭　0748-22-1513 -

13：30～16：00 オリジナルリース創り 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13：30～ 日本ラチーノ学院　卒業式 永源寺コミュニティセンター
卒業式終了後 日本ラチーノ学院　卒業パーティー 日本ラチーノ学院（甲津畑町1200-2）

14：00～ 第14回東近江市芸術文化祭　映画上映会「オケ老人！」 八日市文化芸術会館 東近江市芸術文化祭実行委員会【事務局】生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

17：30～22：00 第15回　2018Lighting Bell in NOTOGAWA（24日まで） 林中央公園（林町） ライティングベル実行委員会（能登川まちづくり協議会内） 050-5802-2793

9：00～15：00 あいとう直売館謝恩セール 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

9：30～11：30 いきいきコミスポＢＧＵキッズプログラム　ミニ運動会 布引運動公園体育館 総合型地域スポーツクラブコミスポようかいち　0748-20-0987 -

9：30～15：30 ひがしおうみし社会福祉大会＆見守りフォーラム 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

10：30～、13：30～ お正月の寄せ植え教室 倶楽部リンデン（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

14：00～14：30 近江商人博物館日曜ガイド 近江商人博物館 東近江市近江商人博物館・中路融人記念館　0748-48-7101 050-5802-3134

19：00～21：00 冬のスペシャルおはなし会 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 050-5801-8050

- 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

17 月

10：00～12：00 国際交流イベント～たこ焼きづくり教室～ 東近江国際交流協会（八日市緑町） 東近江国際交流協会 050-5802-9606

13：30～16：00 介護職　人材確保・定着力向上研修会（管理職編） 東近江市保健子育て複合施設ハピネス 長寿福祉課　0748-24-5645 050-5801-5645

15：00～ 八日市南高生　迎春用の寄せ植え寄贈およびお米甲子園出場結果の報告 東近江市役所本館 農業水産課　0748-24-5660 050-5801-5660

10：00～15：00 森ですごす素敵時間！第14回　竹の植木鉢作り＆お正月の寄せ植えを作ろう！ 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 050-5801-5211

19：00～21：30 東近江市環境円卓会議～みんなで語り合う東近江の森。「いま」と「これから」～ 永源寺コミュニティセンター 東近江市環境円卓会議【事務局】生活環境課　０７４８-２４-５６３３ 050-5801-5633

10：00～11：30 【ひよこサロン】まちの活動をはじめてみよう！ まちづくりネット東近江（八日市緑町4-1） NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

14：00～16：00 【助成金講座】活動助成金を獲得するためのノウハウを得よう！ まちづくりネット東近江（八日市緑町4-1） NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

9：30～ 12月定例会　委員長報告・表決・閉会 東近江市役所本館 議会事務局　0748-24-5680 050-5801-5680

16：45～17：30 ハンドルキーパー運動 JR能登川駅西口駅前広場 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

22 土 13：30～15：30 冬の民具体験～唐箕（とうみ）と石臼体験～ 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

9：00～12：00 ～サンタクロースの凧を作ろう～親子凧作り教室 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

13：30～ 映画上映会「東京物語」 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

24 休

25 火

市民ギャラリー　墨想の会書道展（1月11日まで）
市民ギャラリー　パンフラワー（辻奈佳さん）（1月25日まで）

9：30～12：00 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

13：00～16：00 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

27 木

16：30～ 仕事納め式 東近江市役所本館 秘書課　0748-24-5615 050-5801-5615

20：00～24：00 東近江市消防団年末特別警戒（30日まで） 各分団管轄区域内
20：30～ 東近江市消防団年末特別警戒　激励式 東近江市役所新館

29 土

30 日

31 月

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30年11月20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。

28 金
防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

26 水

8：30～17：15 東近江市役所本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

20 木

21 金

23 祝

16 日

18 火

19 水

14 金

15 土
日本ラチーノ学院　鳥越さん　090-1150-5481 -

11 火

12 水

13 木

10 月


