
東近江市役所（0748-24-1234、0749-46-2100　IP：0505-801-1234）

東近江市広報課（0748-24-5611　IP：0505-801-5611）

日 曜 時　間 行 事 お よ び 概 要 場  所 連 絡 先 ＩＰ電話

16日まで ～いろんなおひなさん飾ってみました～「ひな人形の凧展」 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 0505-801-1140

8日まで 「ひなの匠」三人展in弘誓寺 弘誓寺（五個荘金堂町）

8日まで 能登川中学校卒業制作展 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

29日まで 商家に伝わるひな人形めぐり 近江商人博物館、近江商人屋敷など

9:30～15:00 お茶っパーク住民広場＆子ども屋台村 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 0505-801-2737

10:00～11:30 びわこ京阪奈線（仮称）鉄道建設期成同盟会　ヘッドマーク表彰式 八日市駅ホール 交通政策課　0748-24-5658 0505-801-5658

13:30～14:30 雛人形研究者が語る　ひいなの世界 てんびんの里文化学習センター 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

15:00～17:00 男女共生フォーラム「男女共同参画をめざす講演会」 ショッピングプラザアピア４階 男女共同参画課　0748-24-5624 0505-801-5624

2 月 10:00～11:00 人形劇鑑賞 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 0505-801-2132

9:00～ 五個荘中学校改築工事竣工式・記念植樹 五個荘中学校 学校施設課　0748-24-5627 0505-801-0494

9:30～ ひなまつりのつどい・お琴演奏会 八日市幼稚園 八日市幼稚園　0748-22-0276 0505-801-0276

11:00～12:00 東近江市子ども・子育て支援事業計画（案）を「子ども・子育て会議」が市長に答申 市役所　市長室 こども家庭課　0748-24-5643 0505-801-5643

15日まで 増田洲明　おわび紙と書とことば「縁-人と人・人と自然」 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 0505-801-1515

10:30～ 栗見出在家町魚のゆりかご水田協議会　滋賀生物多様性大賞受賞報告 市役所　市長室 農林水産課　0748-24-5660　 0505-801-5660

13:30～15:30 すこやか学級・さわやかセミナー講演会＆合同閉講式 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 木

6 金 14:40～15:25 サイバー犯罪防止教室「ネット社会の影から子どもたちをまもりたい」 市立市原小学校

8日まで ひいな市（ひな人形関連商品などを販売） 弘誓寺（五個荘金堂町）

9:00～ 婚活CRUISING（クルージング）IN BIWAKO 竹生島ほか 平田コミュニティセンター　0748-22-1950
050-8034-1950

10:00～11:30 貝合わせ遊びとお茶会 てんびんの里文化学習センター 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

13:30～14:00 ちょっと話したくなる　お雛さまのお話（１４日、２１日、２８日も開催） 近江商人博物館 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

13:30～、14:30～ 大正琴演奏会 近江商人屋敷藤井彦四郎邸 近江商人屋敷中江準五郎邸　0748-48-3399 0505-801-3399

14:00～ 陸上自衛隊第３師団音楽フェスタin東近江（申込受付終了） 八日市文化芸術会館

6:15～ 春季火災予防週間に伴う火災防御訓練 建部瓦屋寺町 防災危機管理課　0748-24-5617 0505-801-5617

11:00～、14:00～ 十二単を着てみよう！ 観峰館

13:00～ 商家に伝わるひな人形めぐり「国際文化デー」（外国人がひな人形観賞） 近江商人博物館ほか

13:30～、15:30～ 尺八・箏・マンドリンの三重奏による春の訪れ 近江商人屋敷外村宇兵衛邸 近江商人屋敷中江準五郎邸　0748-48-3399 0505-801-3399

14:00～ おうみ狂言図鑑2015 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 0505-801-7100

14:30～ 増田洲明講演会「縁-人と人・人と自然」 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 0505-801-1515

9 月

10 火 9:00～ 市議会本会議（代表質問） 市役所３階議場 議会事務局　0748-24-5680 0505-801-5680

4月19日まで 鈴鹿山脈の草花　写真展 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

9:00～ 市議会本会議（一般質問） 市役所３階議場 議会事務局　0748-24-5680 0505-801-5680

13:30～15:30 絵手紙講座第５回（全６回で絵手紙の基本を学ぶ） 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 0505-801-2737

14:00～16:00 地元料理人に習う「季節を楽しむ」お料理講座第３回（全３回） 能登川コミュニティセンター 能登川コミュニティセンター　0748-42-3200 0505-801-3200

12 木 9:00～ 市議会本会議（一般質問） 市役所３階議場 議会事務局　0748-24-5680 0505-801-5680

13 金

10:00～12:00 論語素読講座【後期】　５回目 てんびんの里文化学習センター 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

10:30～15:00 本町「春」パサージュ2015 八日市本町商店街アーケード通り 八日市まちかど情報館　0748-23-4528 0505-802-8083

19:30～20:40 人権のミニ講座 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

10:00～14:00 世界の料理教室「チェコ料理」 永源寺コミュニティセンター

10:30～11:30 江州音頭　桜川昇龍一門会 永源寺図書館 歴史文化振興課　0748-24-5677 0505-801-5677

13:30～ で愛ふれ愛　婚活セミナー　～ひらこう！幸せのトビラ～ あいとうマーガレットステーション

16 月

各園による 市立幼稚園、認定こども園　修了証書授与式 各幼稚園、認定こども園 幼児課　0748-24-5647 0505-801-5647

19:30～ 平成２６年度東近江市体育協会　表彰式 てんびんの里文化学習センター スポーツ課　0748-24-5674 0505-801-5674

18 水 9:30～ ４歳児大凧会館散歩 八日市幼稚園 八日市幼稚園　0748-22-0276 0505-801-0276

各校による 市立小学校　卒業証書授与式 各小学校 学校教育課　0748-24-5671 0505-801-5671

9:30～11:00 サッカー教室（４歳児） 中野幼稚園 中野幼稚園　0748-23-2132 0505-801-2132

11:00～ 市立蒲生医療センター竣工式 蒲生医療センター

20 金 各園による 市立保育園　保育証書授与式 各保育園 幼児課　0748-24-5647 0505-801-5647

4月19日まで 村瀬進「草花との出会い　本との出会い」-植物水彩画-木-草展- 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 0505-801-6761

14:00～ 三遊亭小遊三　林家正蔵　二人会 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 0505-801-0207

14:00～16:00 歌声喫茶「ぴーちくパーク」 てんびんの里文化学習センター 五個荘地区まちづくり協議会　0748-48-7303 0505-801-7303

13:30～15:00 花結びを体験！～こけしを結ぶ～ てんびんの里文化学習センター 近江商人博物館　0748-48-7101 0505-802-3134

13:30～15:00 冒険遊び場「はらっパーク」 五個荘中央公園 五個荘地区まちづくり協議会　0748-48-7303 0505-801-7303

13:30～15:30 東近江医療圏がん診療市民公開講座「がん治療・もっと知ろうがんのこと」 東近江総合医療センター

14:00～ 「地域おこし協力隊１年生～汗と涙の奮闘記～」をきく会 永源寺図書館 永源寺図書館　0748-27-8050 0505-801-8050

23 月

各校による 市立小学校・中学校　修了式 各小学校・中学校 学校教育課　0748-24-5671 0505-801-5671

各園による 市立幼稚園、認定こども園　終業式 各幼稚園 幼児課　0748-24-5647 0505-801-5647

9:30～ 市議会本会議（閉会日） 市役所３階議場 議会事務局　0748-24-5680 0505-801-5680

13:30～15:30 絵手紙講座第６回（全６回で絵手紙の基本を学ぶ） 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 0505-801-2737

26 木

27 金

10:00～12:00 東近江市体験交流型旅行協議会公開講座「アレルギーの基礎知識講演会」 ショッピングプラザアピア４階 観光物産課　0748-24-5662 0505-801-5662

14:00～ 春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 0505-801-8050

29 日 11:00～ 京フィルと遊ぼう！はじめてのクラシックコンサート あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 0505-801-0207

30 月

31 火 15:30～16:30 東近江市立能登川病院指定管理者引継式 能登川病院外来待合ホール 能登川病院事務所　0748-42-1333 0505-801-1333
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※「行事予定表」は平成27年2月25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。

イベントや催しは、主催者の都合で中止、延期等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。
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東近江国際交流協会　0505-802-9606

滋賀医科大学医学部附属病院医療サービス課　077-548-3625

蒲生医療センター　0748-55-1175

東近江市観光協会　0748-48-2100

東近江市観光協会　0748-48-2100

NPO法人まちづくりネット東近江　0748-24-5571

東近江市観光協会　0748-48-2100

東近江市観光協会　0748-48-2100

観峰館　0748-48-4141

陸上自衛隊第３師団司令部総務課広報班　072-781-0021

市立市原小学校　0748-27-0140
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