平成29年１０月 行事カレンダー
行事・イベント紹介

日・曜日

行事名
今津図書館エントランス展示（～３１
日）

1

関西フィルハーモニー管弦楽団リラッ
日 クスコンサートin高島

2

月

3

火

4

水

5

木

人権施策課

（２５）８５２４

市外から女性カウンセラーを迎え、解決方法を
一緒に探します。／定員 各３人／要事前予約
（予約専用番号 （２２）４０５２）

男性健康推進員による「男の料理教
室」

１０：００～１３：００

今津東コミュニティセンター

健康推進課

（２５）８０７８

対象 男性のみ／定員 ２５名／持ち物 エプ
ロン、三角巾、手拭タオル

高島地域雇用創造協議会

（２５）５７３１

起業化の施行を学び、世の中に必要とされる
商品の作り方を具体的に学ぶ。／申込締切 ９
月２７日

高島地域雇用創造協議会
「発酵食品基礎セミナー」

（２５）８１２０

公開講座「福祉の職場で働く魅力」、求人面接
会、資格取得相談、履歴書作成相談など

９：４５～１２：００

新旭公民館（高島市観光物
産プラザ）

たかしま市民協働交流センター

（２０）５７５８

買物や掃除などのちょっとした困りごとのサ
ポートをするグループの情報交換を行う。

新旭保健センター

健康推進課

（２５）８０７８

１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

（３８）２３３９

聴いて・読んで・知る 地域史講座
第２回 近藤重蔵と大溝

１３：３０～１５：００

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

対象 １６歳から６９歳までの方（初めてのか
てゃ６４歳まで）
朽木古屋で毎年８月１４日に行われる六斎念
仏踊りを写真パネルや関係資料で紹介しま
す。
講師 高島市歴史民俗資料館員／定員 先着
５０名

高島市商工会本所

高島市商工会

（３２）１５８０

創業に必要な実践的なノウハウが身に付く創
業塾／料金 １０００円／定員 先着１５名／対
象 これから創業、企業を予定している方、創
業して間もない方など

８：５０～

朽木中学校グラウンド

朽木地域ふるさとスポーツカー
ニバル運営委員会

（３８）２３３１

雨天時中止

８：３０～

湖西中学校グラウンド

新旭地域体育振興会

（２５）５５００

雨天時は新旭体育館で開催

働く女性の家

働く女性の家

（２２）５７７５

サークルの活動発表、マルシェ、バザー、イクメ
ン・カジダン写真コンテスト／バザーの不用品
は前日まで受け付け

高島小中学校体育館
・高島中学校グラウンド・萩
高島地域体育振興会
の浜芝特設会場（グラウンド
ゴルフ）

（３６）０２１９

雨天時は、一部競技を中止します

１３：３０～１６：００

市役所本庁１階福祉相談室 人権施策課

（２５）８５２４

予約不要

認知症サポーターステップアップ講座

１４：００～１５：００

新旭公民館（高島市観光物
産プラザ）

地域包括支援課

（２５）８１５０

対象 認知症サポーター養成講座を受講し地
域活動に興味を持っている方／申込締切 １０
月１０日／11月8日、13日、12月13日にも開催）

昭和のうた♪ピアノ弾き語りコンサー
ト

１３：３０～

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

（３２）２４６１

音楽療法士 岡本仁司によるピアノ弾き語りコ
ンサート／今月のテーマ「私のオーケストラ」／
料金無料

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

（３２）２４６１

「あかりでかざろう！」で、紙筒を使った灯りの
インテリアを制作。／対象 ４歳から小学生ま
での先着順

安曇川公民館

高島市医師会在宅療養支援セ
ンター

（２０）９００５

講演会「元気高齢者が地域を創る」、介護予防
実践報告会、健康相談・体操・福祉用具の体
験コーナーなど／定員 ２００名／申込締切 １
０月１０日

水 特設人権なんでも相談所

12

木

かけはし「金曜午後の朗読会」
工作教室「ぶんげいかいかんをかざ
ろう！」（１５日にも開催）

１０：００～１７：００

１０：００～１４：３０

８：２０～

１４：００～１５：００

９：３０～１２：００

高島まるごと介護予防まつり

１０：００～１６：３０

高島市ボウリング選手権大会

１０：００～

長浜スプリングレーン図

高島市体育協会

（３２）３１８０

８：２０～

今津東小学校グラウンド

今津地域体育振興会

（２２）２２４９

マキノピックランド

びわ湖高島栗マラソン実行委員
会事務局（市民スポーツ課内）

（３２）４４５９

第５２回今津地域運動会
２０１７びわ湖高島栗マラソン

マイナンバーカード休日交付

火

社会福祉課

朽木資料館

11

17

新旭公民館（高島市観光物
産プラザ）

朽木資料館

火

月

１３：００～１６：００

９：００～１６：３０

10

16

１４：００～１８：００
安曇川公民館
（各回により異なる）

企画展「朽木古屋の六斎念仏踊り」
（～１１月５日まで）

月

日

（２２）１７６４

働く女性の家

9

15

高島市民会館

１３：３０～１６：３０

２０１７高島地域スポーツカーニバル

土

たかしま市民会館

展示「ＳＡＯＲＩとさをり織りの紹介」／出展 長
濱 綾子さん
１３時５０分からリラックスコンサート。「琵琶湖
周航の歌幻想曲」「交響曲第１番ハ短調」など
／料金 一般１階席４０００円、２階席３５００
円、高校生以下１階席２５００円、２階席２０００
円

女性のための相談室
（１４日、１８日、２８日）

第８回ゆめぱれっと高島フェスタ

14

（２２）３８２７

火曜休。鑑賞無料。最終日１６時まで。

日 新旭地域スポーツ大会

金

今津図書館

（２２）１４１４

朽木地域ふるさとスポーツカーニバル

13

今津図書館

ギャラリーCafé Cozy

たかしま実践型創業塾（～２９日）

8

主な内容

ギャラリーCafé Cozy

金 ふれあいの居場所

土

１４：３０～

問い合わせ先

１０：００～２２：００

献血
7

開館時間中

場所

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ
「永島正人展」～絵から聞こえる言
葉～
（～１５日）

福祉の職場説明会
6

時間

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ
「色とあそび 手織展」西田昌江（～
２３日）

９：００～
（受付 ７：３０～）

雨天中止

８：３０～１２：００

高島市役所市民課

市民課

（２５）８０１８

マイナンバーカードの交付、通知カードの受け
取り／対象 マイナンバーカードを平日の昼間
に市役所・支所で受け取れない方／要事前予
約

１０：００～２２：００

ギャラリーCafé Cozy

ギャラリーCafé Cozy

（２２）１４１４

火曜休。鑑賞無料。最終日１６時まで。

18

水

19

木

20

金 高島行政何でも相談所

食の健康教室
「食事を制る者は、糖尿病を制す」

リサイクル広場

21

土 森林セラピー体験会

健康推進員と針江・かばた散策
ウォーキング

22

24

１３：３０～１６：００

今津東コミュニティセンター
３階ホール

滋賀行政評価事務所行政相談 077（523）1100／（25）
課／高島市役所 生活相談課
8125

１０：００～１２：００

新旭体育館駐車場

ごみ減量対策課

内容 糖尿病予防についての学習・調理実習
／定員 先着２５名／料金 ２００円／持ち物
エプロン・三角巾・タオル

（２５）８１２３

ご家庭にたまっている資源ごみを臨時回収しま
す。／回収できないもの 燃やせるごみ、粗大
ごみ、燃えないゴミA・B類

９：３０～１２：００

高島市びわこ水源の森活用委
マキノ高原（調子ヶ滝コース）
員会事務局

（２５）８５１２

高島市の自然による森林セラピー。／対象 小
学４年生以上の市民の方（先着１５名）／小中
学生の参加には、保護者の同伴が必要／料金
保険代３００円／

９：１５～１２：１５

（集合）市役所東側駐車場

健康推進課

（２５）８０７８

内容 散策ウォーキング、昼食（かばた館）、健
康講話など／定員 ５０人／料金 １０００円／
申込締切 １０月２日

高島市体育協会

（３２）３１８０

町民ソフトボール大会（安曇川地域）

９：００～

梅ノ子運動公園

安曇川地域体育振興会

（３２）０００３

ガリバーウォーキング

９：００～

アイリッシュパーク
（スタート・ゴール）

高島地域体育振興会

（３６）０２１９

約７kmのウォーキング／料金６００円（松茸ご
飯、豚汁付）／申込締切 １０月７日

朽木山歩～蛇谷ヶ峰～

１０：３０～１４：３０

グリーンパーク想い出の森

森林公園くつきの森

（３８）８０９９

内容 蛇谷ヶ峰への登山／対象 小学４年生
以上／定員 先着２０人／料金 １５００円（小
学生以下・会員 １２００円）／申込締切 １０月
１５日

里湖で地域を結ぶウォーキング

９：００～
（受付 ８：３０～）

アイリッシュパーク

市民スポーツ課

（３２）４４５９

スポーツ推進委員が歩き方やストレッチの仕方
などを指導します。／対象 小学生以上の市民
の方／料金 １００円（保険料）

陸上自衛隊今津駐屯地創立６５周年
記念行事

９：００～１５：００

陸上自衛隊今津駐屯地

陸上自衛隊今津駐屯地司令職
務室

（２２）２５８１

内容 観閲式、訓練展示、戦車市場など／一
般駐車場およびJR近江今津駅からシャトルバ
スを運行

２０１７高島ロングライド１００

８：００～１７：００

今津総合運動公園
（スタート・ゴール）

２０１７高島ロングライド１００実
行委員会

（２５）４２０７

高島市を会場に、８時間以内に個人のペース
で走行。／参加料金 一般８０００円、高校生以
下６０００円

第６回栃の木祭

９：００～１５：００

山帰来

事務局

海津大崎桜並木の保全活動

９：００～１２：００

（集合）旦過園地

「美しいマキノ・桜守の会」代表
事務局 マキノ支所

（２７）１１２１

内容 並木沿いの草刈・施肥等保全作業

マキノ保健センター

地域包括支援課

（２５）８１５０

内容 薬の管理について／講師 ㈱うさぎメ
ディケア 管理薬剤師 保井 洋平氏

旧安曇川郵便局

ギャラリー藤乃井

（３２）０１５０

鑑賞無料。

日

月 ギャラリー藤乃井
「面美会 能面展」講殿立舟（～２９
日）

１３：３０～
１０：００～１７：００

０８０（３８４１）４２５２

火

26

木

金

町民ソフトバレーボール大会（安曇川
地域）
献血

１３：００～１５：００

１９：００～
１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：３０

子育て講座
「脳から見た男の子と女の子」

１３：３０～

第２１回新旭養護学校文化祭

９：５０～

内容 コミュニケーションに置いて大切な挨拶、
声掛け、元気に見える装いなど好感度アップの
０７４９（２２）７９０１ ためのマナー教室／講師 西澤良子さん／対
象 視覚に障害のある方やそのご家族など／
申込締切 １０月１８日

新旭公民館（高島市観光物
産プラザ）

滋賀県立視覚障碍者センター

安曇川総合体育館

安曇川地域体育振興会

（３２）０００３

午前 滋賀県高島合同庁舎
午後 マキノ病院

健康推進課

（２５）８０７８

対象 １６歳から６９歳までの方（初めてのか
てゃ６４歳まで）

働く女性の家

たかしま結びと育ちの応援団

（３３）７７５８

講師 山本 和之氏（名古屋市聖霊病院小児
科専門医）／料金 無料

滋賀県立新旭養護学校

滋賀県立新旭養護学校

（２５）６８１０

児童・生徒やPTA によるステージ発表や、市内
作業所や交流校による作品展示や販売活動な
ど

土
オープンコンパス

１３：３０～１６：００

相談支援センターコンパス

高島市障がい者相談支援セン
ターコンパス

（２２）５５５３

ディズニー映画鑑賞会／対象 障がいのある
方・関係機関・地域住民の方

第５回 高島市民病院まつり

１２：３０～１６：００

高島市民病院 健診棟およ
び駐車場

病院まつり実行委員会

（３６）０２２０

内容 健康講座、各種展示、模擬店、体験ブー
ス、展示コーナー等／料金 入場無料（まつり
にお越しの方は病院駐車場が無料）

高島公民館

市民協働課

（２５）８５２６

現在の市の取組みについて学びます。

第二期高島市まちづくり推進会議（第
３回）

29

（２５）８０７８

新旭球場ほか

水 視覚に障害のある方の「マナー教室」

28

健康推進課

８：３０～

25

27

安曇川公民館

第１０回高島市軟式野球連盟会長杯
軟式野球大会

家族介護教室
23

１０：００～１３：００

日

１４：００～

高島交通安全市民大会

１３：３０～１５：３０

藤樹の里文化芸術会館

セーフティ高島交通安全推進協
議会（事務局：交通政策課）

（２２）００５８

記念式典、県警音楽隊による演奏会、展示
コーナー（交通安全子どものえ作品展ほか）

野生動物被害対策講座
「野生動物から農作物を守る」第１回

１３：３０～１５：３０

今津図書館

農村整備課

（２５）８５２９

被害防止のための野生動物の生態や、対策に
ついて学ぶ／講師 滋賀県立大学 客員研究
員 寺本憲之さん／定員 先着１００人

９：００～１７：００

藤樹の里文化芸術会館
展示室2

山口賢治さん

（２２）１１４８

最終日は１６時まで。月曜休館

第４回FAIRYTRAILびわ湖高島トレイ
ルランニングinくつき

５：００～１７：００

スタート グリーンパーク想い
高島朽木トレイルランレース実
出の森
行委員会事務局
ゴール 朽木中学校

独身女性のためのヨガ＆カフェタイム

１４：００～１６：００

高島市美術協会展

高島公民館

たかしま結びと育ちの応援団

前夜祭有。／３コースそれぞれ、６０キロ、４０
キロ、１８キロ／定員 先着１１００人／料金
０７７（５２２）４１０３
コースごとに１７０００円、１２０００円、８０００円
（前夜祭３０００円）
（３３）７７５８

講師 八田友味子さん

30

月 不登校・ひきこもり家族学習会

31

火

見頃の花
ブナ原生林の紅葉

１３：３０～１５：００

新旭公民館（高島市観光物
産プラザ）

時 期
１０月下旬～１１月上
朽木生杉
旬

場 所

子ども・若者支援センターあすく
る高島

問合せ先
道の駅｢くつき新本陣」
TEL（３８）２３９８

（３２）３８２８

内容 「若者の居場所・活動について」講師 仲
間のWA！／対象 不登校・ひきこもり状態の
方を支えるご家族／申込方法 電話

