平成30年３月 行事カレンダー
行事・イベント紹介

日・曜日

行事名
税理士による無料税務相談会

小企画展「大洲における中江藤樹のあ
ゆみ」（～平成３１年２月２８日）
1

2

今津納税協会

たかしま歴史民俗資料館

たかしま歴史民俗資料館

（３６）１５５３

中江藤樹が大洲入りして４００年という節目を
記念して、愛媛県大洲市におけるあゆみを遺
品や掛け軸などを通して紹介。／休館日 月曜
日（祝日を除く）、祝日の翌日（土曜日または日
曜日を除く）／料金 高校生以上 300 円、小・
中学生 無料、団体（20 人以上） 200 円

ギャラリーCafé Cozy

（２２）１４１４

火曜休。鑑賞無料。最終日１６時まで。

金

ギャラリーCafé Cozy

住宅用火災警報器相談会

１３：３０～１６：３０

平和堂安曇川店 エレベーター
消防本部予防課
前特設コーナー

（２２）５４０３

ぱくぱく幼児食教室

１０：００～１２：３０

今津保健センター

健康推進課

（２５）８０７８

幼児食についてのお話、調理実習／対象 １
歳８か月～３歳の子どもがいる保護者／定員
先着15組／料金 １組２００円、託児有

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

担当：水彩画サークル彩琶のみなさん

（３２）９７２５

モラロジー研究所社会教育講師 玉井哲氏、
馬野豊子氏による講演／料金 ２０００円（別
途テキスト代２７０円）

エントランス展示
「サークル彩琶（いろは） 水彩画展」

１９：００～２１：００

安曇川公民館

湖西モラロジー事務所

水草堆肥の無料配布

１０：００～１４：００

今津町今津地先の南沼市有地

公益財団法人淡海環境保全
財団／滋賀県琵琶湖政策課

新旭町針江地先の湖岸

環境政策課

（２５）８１０４

害虫駆除、ヨシの新芽促進効果のある火入れ
作業を行います。天候によって延期あり。

高島市働く女性の家

人権施策課

（２５）８５２４

専用電話で事前予約が必要 （２２）４０５２／
定員 各３名

森林公園くつきの森

高島市びわこ水源の森活用
委員会事務局

（２５）８５１２

高島の自然の中で心身ともにリフレッシュ／対
象 小学４年生以上の市民の方（小中学生の
参加は保護者同伴）／定員 先着１５名／料金
保険代３００円

今津東コミュニティセンター

高島市国際協会

（２０）１１８０

講師 ケビン・ディーガン先生／参加料 一般
１，０００円、高校生以下５００円、会員５００円

女性のための相談室
土 （７、24日にも開催）

日 車両巡回広報

ひな祭りジャズコンサートⅡ

5

月

6

火

開館時間中

生涯学習セミナー「愛する力、愛される
力」（３日にも開催）

環境講演会「グリーン購入って知って
る？」

１３：００～

１３：３０～１６：３０

９：３０～
９：３０～１０：３０
１０：４５～１１：４５

１３：３０～

安曇川公民館

環境政策課

（２５）８１０４

９：００～

高島市内各地

消防総務課

（２２）５４０１

市内を巡回し、火災予防の呼びかけを行う。

１３：３０開演

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

（３２）２４６１

出演 （ゲスト）松本茜トリオ、高島市民ジャズ
オーケストラ“ビッグベル”、高島レディースブラ
ス“スイートベル”／料金 一般１０００円、高校
生以下５００円（当日各２００円増）／全席自由

家族介護教室

１３：３０～

マキノ保健センター

地域包括支援課（地域包括支
援センター）

（２５）８１５０

情報交換、学習会「お薬の管理について」／講
師 株式会社うさぎメディケア 管理薬剤師 保
井洋平氏／申込締切 ３月７日

地域教育力向上講座
「スマホのある時代の子育てを考えよ
う」

１３：００～

高島公民館

社会教育課

（３２）４４５７

子育て中のスマホ利用や家庭でのルール作り
について考えます。

（２５）８０７８
／（２５）８０７８

「骨粗しょう症の予防と治療について」／講師
高島市医師会副会長 松本道明氏

水

木 市民のための健康教室

１４：００～１５：３０

高島市観光物産プラザ

健康推進課
／高島市医師会事務局

9

金 災害時知っておきたい英会話

１８：３０～２０；００

今津東コミュニティセンター

高島市国際協会

第２回リサイクル広場

１０：００～１２：００

ガリバーホール東側駐車場

ごみ減量対策課／環境政策
課

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

（２０）１１８０

災害時に日本語がわからない外国人を誘導で
きるフレーズを学びましょう。／講師 テン・シン
ヨン氏、高島市危機管理局

（２５）８１２３
／（２５）８１０４

資源ごみの臨時回収を行います。／回収でき
るもの 新聞・ダンボール・飲用紙パック・シュ
レッダー紙・その他古紙（雑誌）・古着などのリ
サイクルできる紙ごみ・古着、プラスチックボト
ル・飲食用カン、ビン・ペットボトル、有害ごみ
（乾電池・蛍光管）

（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「日本全国ご当地ソン
グの旅」／料金無料

（２２）３１７８

各JAの現状報告と、農業に関する最新情報を
提供します。

（２２）１７６４

テーマ「心にひびけ春のハーモニー」／【一部】
地元の合唱・演奏団体によるステージ、シニア
合唱、ジュニア合唱、女声合唱、混声合唱【二
部】「イベント合唱団」によるステージ 指揮 清
原浩斗、ピアノ 岡村星見／料金 一律５００円
未就学児入場無料／全席自由

（３３）７７５８

一緒にそば打ちを楽しんで、素敵な出会いを見
つけましょう。／対象 結婚に前向きな２５歳～
３９歳の独身の方／定員 男女各２０名／料金
４０００円

土

昭和のうた♪ピアノ弾き語りコンサート

第４０回高島農業振興大会

11

０７７（５６９）５３０１
申込不要。ただし、無くなり次第終了します。
／０７７（５２８）３４６３

観光への負荷が少ないものを選んで購入する
「グリーン購入について」学ぶ。／講師 一般
財団法人滋賀グリーン購入ネットワーク 辻博
子氏

8

10

（２２）３７３３

１０：００～２２：００

国際交流サロン≪中級英語≫

7

９：００～１６：３０

高島市商工会北部センター

主な内容

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ
「“春うらら”希舎（古布リメイク服、
バッグ）」（～８日）

森林セラピー体験会

4

１３：３０～１６：３０

問い合わせ先

場所

木

ヨシの火入れ
3

時間

２０１８たかしま市民音楽祭「響」
日 ～ 心にひびけ 春のハーモニー ～

ファミリーレストランとそばコンin高島！

１３：３０～

１３：３０～１５：３０

１３：３０開演

男性９：００～
女性９：３０～

高島市観光物産プラザ（新旭公
高島地域農業センター
民館）

高島市民会館

今津総合運動公園内ゆめの

高島市民会館

たかしま結びと育ちの応援団

１３：３０～１５：３０

新旭公民館

農業政策課

（２５）８５１１

農産品などを加工し「売れる商品」として付加
価値をつけ販売する手法を学ぶ研修会。／対
象 市内で農産物の清算から加工・販売までビ
ジネスにつなげることを目標とする女性（男性
も可）／定員 先着２０名／申込締切 1月18日

ギャラリー藤乃井
火 「陽春煌めき書展」NPO 法人心のふる
さと書道会（～１８日）

１０：００～１６：００

ギャラリー藤乃井

ギャラリー藤乃井

（３２）０１５０

鑑賞無料。

14

水 特設人権なんでも相談所

１３：３０～１６：００

高島市役所本庁 １階福祉相談
人権施策課
室

（２５）８５２４

一人で悩まずに人権擁護委員にご相談くださ
い。／要予約

15

木

食の健康教室「糖尿病予防」

１０：００～１３：００

今津保健センター

健康推進課

（２５）８０７８

糖尿病予防をテーマに、学習会と調理実習／
定員 先着２５名／料金 ２００円／持ち物 エ
プロン、三角巾、手拭タオル

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ
「「さをり仲間展」さをり広場 ジョイ」
（～３０日）

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。

地区別行政相談所

１３：００～１６：００

朽木公民館

生活相談課

（２５）８１２５

行政相談員による相談受付。

びわ湖の魚を使った料理教室

１０：００～１４：００

マキノ公民館（マキノ土に学ぶ
里研修センター）

高島市漁業振興連絡会（事務
局 森林水産課）

（２５）８５１２

湖魚料理調理実習および試食／対象 小学３
年生以上（小学生の場合は保護者同伴）／定
員 先着２０名／申込締切 ３月１２日

１０：００～１２：００

今津東コミュニティセンター
高島市役所本庁
安曇川公民館

高島市空き家活用促進協議
会（市民協働課内）

（２５）８５２６

市内への若者の移住・定住を進めるため、空
き家の所有者が活用の相談ができる場です。
※予約者優先

安曇川公民館

高島市安曇川障害者デイ
サービスセンターアンフィニ

（３２）４１４１

日頃の活動で取り組んでいる絵画、陶芸、書
道の作品を展示します。

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

12

月

13

16

17

18

金

6次産業化を目指す方へ
「女性のためのアグリビジネス講座」

土 空き家活用相談会

アンフィニ作品展（～２３日）

開館時間中

かけはし「第１５回朗読会」

１３：３０～

高島市文化の支援事業
日
「たかしま☆春の演劇祭」

海津大崎の桜並木 クリーン作戦

１３：３０開演

９：００～（２時間程度）

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

（３２）２４６１

高島市内の演劇団体による演劇祭。／出演予
定 ぶんげい演劇教室＋演劇集団つばめ、高
島高校演劇部／料金 一律５００円 小学生以
上入場可／全席自由

旦過園地集合（マキノ町海津・
大崎並木口）

美しいマキノ・桜守の会（代表
事務局 マキノ支所）

（２７）１１２１

春の観光シーズンを前に、ゴミ拾いを実施しま
す。
マキノ支所の耐震改修工事の完了に伴い、マ
キノ保健センターからマキノ支所へ業務を移
動、再開します。

19

月 マキノ支所 業務再開

20

火

21

水 心の健康づくり講演会

１０：３０～１２：００

安曇川公民館ふじのきホール

健康推進課

（２５）８０６５

テーマ「現代人のストレスとうつについて」／講
師 琵琶湖病院院長 石田展弥氏／定員 １０
０名／料金 無料

22

木 一日年金相談所

１０：００～１６：００

今津老人福祉センター

保険年金課

（２５）８１３７

大津年金事務所まで事前にご予約ください。
０７７（５２１）１４８９（平日８時３０分～１７時ま
で）

23

金 献血（全血）

①高島合同庁舎（県事務所）②
健康推進課
マキノ病院

（２５）８０７８

対象 １６歳から６９歳の方（初めての方は６４
歳まで）／服薬中、妊娠中の方など献血をご遠
慮していただく場合があります。

安曇川図書館

安曇川図書館

（３２）４７１１

演奏：千鳥の会の皆さん

今津東コミュニティセンター

湖西フォトクラブ 代表 前川
修さん

（２５）２９８０

24 日は13 時から、最終日は15 時まで／鑑賞
無料

24

土

①１０：００～１１：３０
②１３：３０～１５：３０

安曇川図書館
「春、お琴を聞こう♪子ども向け演奏
会」

１４：００～１４：３０

湖西フォトクラブ写真展（～４月１日）

９：００～１７：００

高島市観光物産プラザ 臨時休館
人形劇団「六」公演

１０：３０～１１：３０

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

人形劇団「あっぷりけ」人形劇公演

１３：３０～１４：３０

新旭図書室

新旭図書室

（２５）２８１１

今津東コミュニティセンター ３階

青春音楽祭実行委員会 北
野さん

（３２）１５４６

音楽好きによる音楽好きのための青春エン
ターテイメント！！／全席自由／入場無料

岡本木材（安曇川町南船木９１
高島市民協働交流センター
３－１）

（２０）５７５８

ブックスタンド作り／対象 モノづくりに興味の
ある方。小学生以上（小学生の場合は保護者
同伴）／料金 ２０００円（材料代含む）

（３２）４４５９

スポーツ推進委員が歩き方やストレッチの仕方
など指導します。／対象 小学生以上／料金
１００円（保険料）／持ち物 履きなれた靴、お
茶、タオルなど

青春音楽祭Vol．５
25

終日

１３：３０開演

日

26

月

27

火

28

水

29

木

30

金

31

土

たかしまの森へ行こう！第３回勉強会

９：３０～１２：００

里湖で地域を結ぶウォーキング（第８
回）

９：００～
※８：３０から受付

新旭浜園地集合

市民スポーツ課

対象 幼児～

