
東近江市役所（0748-24-1234、0749-46-2100　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

4月8日まで 大洞定治洋画展－画歴50年の軌跡－ 蒲生コミュニティセンター 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207

4月13日まで スキ！ひがしおうみ市写真展 東近江市役所本庁舎本館1階 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

4月15日まで 中路融人追悼展 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

4月20日まで 市民ギャラリー　水墨画展・エコクラフトカゴと押し花展 東近江市役所本庁舎本館1階 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

5月6日まで 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

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

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

8：30～ 東近江市消防団入団式 愛東コミュニティセンター 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

13：00～15：30 「第九」お花見コンサート 延命公園（八日市松尾町） デイサービスセンター楽楽はうす七里　0748-48-8625

13：30頃～ 最上おどり（尻無町）　（宵宮は3月31日19：30～八坂神社） 尻無町自治会館前（尻無町844） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

2 月

3 火

4 水 13：00～16：00 そとイコ！～妖怪を知ろう！どうして太郎坊宮は天狗なの？～ 太郎坊宮・阿賀神社（小脇町2247） NPO法人里山保全活動団体　遊林会　0748-20-5211

5 木 14：00～ 第6期東近江市地域おこし協力隊委嘱式 東近江市役所本庁舎3階貴賓室 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

6 金 10：30～11：30 平成30年度東近江地区交通安全決起大会 愛荘町役場愛知川庁舎（愛知郡愛荘町） 交通政策課　0748-24-5658 050-5801-5658

10：30～15：00 蒲生野のさくら満喫ハイキング 近江鉄道 桜川駅（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 050-5801-6678

17：30～23：00 羽田の松明行事・フキハヤシ　宵宮 羽田神社（上羽田町） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

18：30～19：30 建部祭り　宵宮渡御 苗村神社（五個荘木流町） 五個荘奥町（報道対応担当　岡本）090-3260-3168

19：00～ 最上踊り　宵宮（大森町） 大森神社（大森町699-1） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

9：00～17：30 羽田の松明行事・フキハヤシ　本日 羽田神社（上羽田町） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

14：00頃～ 最上踊り（大森町） 大森町公民館前 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

- 建部祭り（上之郷の神輿入りは12：00頃目安） 建部日吉神社（建部日吉町4） 建部地区まちづくり協議会　0748-22-0303 050-5801-0303

9 月 - 市立小中学校　始業式・入学式 市内小中学校 学校教育課　0748-24-5671 050-5801-5671

10 火

11 水

12 木 10：00～11：45 音楽の散歩道vol.179 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

19：00～ 農業組合長会議 蒲生コミュニティセンター 農業水産課　0748-24-5561 050-5802-9020

19：00～21：00 市民活動、コミュニティビジネスのための助成金・補助金説明会 東近江市役所本庁舎新館3階 NPO法人まちづくりネット東近江　0748-56-1277 050-8036-0784

9：00～15：00 鈴鹿10座登山道整備　STSプレイベント～守りましょう～ 木地師やまの子の家 東近江市エコツーリズム推進協議会　0748-24-5524 -

9：30～17：00 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－」（6月24日まで） 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

10：00～12：00 論語素読講座【前期】第1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

10：00～12：00 春の猪子山探検隊
～春を見つけよう～ 猪子山登山口（集合） 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

10：00～15：00 春を満喫・中山道と近江商人の祭り ぷらざ三方よし前バス停（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 050-5801-6678

10：15～15：00 永源寺地域で輝く、現代の「ものづくり」に触れる 永源寺前バス停（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 050-5801-6678

10：30～15：00 YO-KA-ICHI MARKET 一般社団法人八日市まちづくり公社 - 050-5801-0858

11：00～15：00 さくらまつり 延命公園 八日市商工会議所　0748-22-0186 なし

14：00～15：00 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

10：00～15：00 春を満喫・中山道と近江商人の祭り ぷらざ三方よし前バス停（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 050-5801-6678

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「福嶋への疎開と戦後の生活」 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

16 月

17 火 9：30～17：00 商家の家訓展（7月16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

18 水 9：30～16：30 商家に伝わる武者人形めぐり（5月20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

9：00～17：00 ～みんな来い！来い！～「鯉の凧展」（5月6日まで） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

9：30～11：30 ものわすれ相談室 湖東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

20 金

9：00～15：00 ワイルド池本の「植物観察＆木工体験」第1回 道の駅奥永源寺渓流の里

13：00～14：00 土曜講座「顔真卿の書法について」 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

16：00～19：00 ももいろクローバーZ春の一大事2018in東近江市（22日まで） 布引グリーンスタジアム 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

16：00～20：30 森好き！アウトドア好き☆「森に集合」第1回 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

10：00～15：00 菜の花エコフェスタ2018 あいとうエコプラザ菜の花館 生活環境課　0748-24-5633 050-5801-5633

10：00～15：00 春の雪野山自然観察＆ハイキング 雪野山歴史公園（集合） 森と水政策課　0748-24-5524 なし

10：45～12：00 サイエンスカフェ「台湾植物界の父・早田文蔵①－時代に先駆けた革新的なアイデア」 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

14：00頃～ ケンケトまつり（帯掛祭） 高木神社（蒲生岡本町） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677
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平成３０年４月　主な行事予定【東近江市】
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ワイルド池本（鈴鹿10座エコツーリズムガイド）　090-8983-8575
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東近江市役所（0748-24-1234、0749-46-2100　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

平成３０年４月　主な行事予定【東近江市】

23 月 9：00～16：00 鈴鹿山脈のスミレを探る（26日まで） 奥永源寺周辺

24 火 14：00～16：00 いちから始める！パソコン講座第1回講座（毎月第2･第4火曜日） 能登川コミュニティセンター パソコンボランティア能登川　和ねっと！　0748-42-8703 050-5802-2989

25 水 10：00～15：00 女性のための素敵時間「春の森で絵を描こう！」 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

26 木

27 金

6：30～17：20 千草街道を往く 永源寺コミュニティセンター（集合） 永源寺まちづくり協議会　0748-27-1060 050-5802-9336

10：00～16：00 山歩道（5月1日まで） 東近江市奥永源寺エリア 企画課　0748-24-5610 050-5801-5610

9：00～17：00 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！！”（5月6日まで） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

9：30～17：00 自然と対話する―中路融人素描展―（6月24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

10：00～16：30 第2回　近江酒造　蔵まつり 近江酒造株式会社（八日市上之町9-16） 近江酒造株式会社　0748-22-0001

11：00～ びわこジャズ東近江（30日まで） 東近江市役所～八日市駅周辺 びわこジャズ東近江実行委員会事務局　0748-25-0125

13：30～ 企画展「東近江市の縄文土器」関連イベント『文様クリエーターになろう！』 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

13：30～ 五個荘コミュニティセンター大ホール改修完成　記念公演 五個荘コミュニティセンター 五個荘コミュニティセンター　0748-48-2737 050-5801-2737

30 休 10：00～16：30 ローカルガレージカルチャー 本町商店街アーケード フォーティーナイナーズ　0748-23-4762

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。

鈴鹿10座エコツーリズムガイド　ワイルド池本　090-8983-8575

※「行事予定表」は平成30年3月16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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