平成30年７月 行事カレンダー
行事・イベント紹介

日・曜日

1

行事名

時間

第30 回 びわこトライアスロン＆ちびっこチャレンジ
in 高島

６：００～１５：００

日 ときめきの調べ～ピアニスト ルイジ・アンジェロ・マ
レスカ氏を迎えて～

高島文化フェスティバル２０１８

2

4

5

水

３２－４４５５９

大人の部 定員３００人 １５，０００ 円（高校生は７，０００ 円）、
小中学生の部 小学校低学年・高学年・中学生 定員各１００ 人
４，５００ 円／締め切り ４月３０ 日 定員になり次第締め切り

ガリバーホール

ガリバーホール

３６－０２１９

出演 ソプラノ 山本隆子、バリトン 落合庸平、ピアノ ルイジ・
アンジェロ・マレスカ／前売り２，０００円（当日２，５００円）高校生
以下１，５００円

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

３２－２４６１

作品の部 ６月２８日１３：００～７月１日１７：００/入場料 無料

１０：００～１７：００
（３日～１５：００）

今津図書館

学校教育課

３５-３５６９

平成３１年度に小中学校で使用される教科書の展示会。

今津東コミュニティセンター

今津東コミュニティセンター

２２－３２２２

スマートフォンの基本的な操作方法、インターネットや動画の楽
しみ方などを体験しながら学ぶ。参加費 １，５００円

２２－１４１４

出展 中村剛教室／火曜休／鑑賞無料／最終日１２時まで

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ
「“萌”油彩画展」（～１５日）

１０：００～２２：００

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

音楽療法

１３：００～１５：００

新旭公民館

滋賀県立視覚障害者センター

なんでも相談会

１３：３０～１６：３０

今津東コミュニティセンター

高島市社会福祉協議会

０７４９－２２－７ 季節の歌、歌謡曲、昔懐かしい歌などを歌うことで心身の健康づ
９０１
くりを行う。 申込締切 ６月２８日

木

土 お酒しゃ落れ ・いやし教室

トレッキング教室

だっことおんぶ教室

日 たかしま恋結び

福祉の職場説明会

高島と信長その深き縁

月 赤ちゃんもママもうれしいだっことおんぶ教室

シルバー人材センター入会説明会
≪マキノ・今津・新旭地域≫

９：００～１１：３０

湖西総合在宅サービスセンター 湖西総合在宅サービスセンター
ほろん
ほろん

３６-８２３０

弁護士や司法書士、社会福祉士、ケアマネージャー等が相談内
容に応じて、アドバイスを行う。相談料 無料

２２-４０４１

専門のスタッフ３人が、本人に似合うヘアセット・メイクまた日頃
の疲れをとるマッサージを行います。 対象 市内在住で障害者
手帳を持っている方/先着１０人/締切７月５日

マキノ高原トレッキングセンター

高島トレイル連携協議会（事務
局：びわ湖高島観光協会）

３３－７１０１

高島トレイル連携協議会の市民向けトレッキング教室を開催しま
す。定員１５人／参加費５００円／締切７月６日

①高島保健センター
②新旭総合福祉センター

たかしま結びと育ちの応援団

３３－７７５８

参加費 無料/持ち物 だっこ紐

高島市商工会

３２－１５８０

バーベキューカップリングパーティ。参加費 男性６，０００円、女
性３，０００円／定員 男女各２４人／申込締切 ６月２２日

安曇川公民館

社会福祉課

２５-８１２０

びわこ学院大学短期大学部 山和美准教授の講演や事業所説
明会１２ブース。資格に関する相談等。

やまびこ館

藤樹の里文化芸術会館

３２－２４６１

高島市文化の支援事業。
出演 朗読劇団ムサシ／前売５００円（当日７００円）

①高島保健センター
②新旭総合福祉センター
やすらぎ荘

たかしま結びと育ちの応援団

３３－７７５８

赤ちゃんの安全を守り、ママの肩や腰への負担を軽くする正しい
だっことおんぶの仕方を学ぶ。 定員 各１０人

９：３０～

今津老人福祉センター

公益社団法人高島市シルバー
人材センター

３６－８１９１

対象者

開演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/入場無料/全席自由

９：３０～

安曇川老人福祉センター

公益社団法人高島市シルバー
人材センター

３６－８１９１

対象者

高島市消防本部３階

高島市防火保安協会事務局
（消防総務課）

２２－５４01

危険物取扱者試験に備え、受験者を対象とした講習会を開催し
ます。
料金 ３，０００円（テキスト代は別途必要）／申込締切 ７月６日

今津保健センター

地域包括支援課（地域包括支援
センター

２５－８１５０

情報交換会や学習会（﹁終活～人生プランニング﹂ 講師 花
かたばみの会 井川裕子氏）／申込締切７月１１日/定員２０人

高島市働く女性の家

ファミサポたすけあい高島

３３－７８０５

子どもを危険や事故から守り、もしもの時の対処法を学ぶ。午前
は事故、午後は病気のお話。講師 日本赤十字社救急指導員/
託児 未就学児５人まで/要予約

８：５０～
①１０：３０～１２：００
②１４：００～１５：３０

１１：００～１６：００
グリンパーク想い出の森
（受付１０：３０～１１：００）
１３：００～１６：００

開演１４：００

①１０：３０～１２：００
②１４：００～１５：３０

市内にお住まいの６０歳以上で働く意欲のある方

火
昭和の歌 ピアノ弾き語りコンサート

11

水

12

木

シルバー人材センター入会説明会
≪安曇川・高島・朽木地域≫

危険物取扱者試験準備講習会
13

市民スポーツ課

１３：３０～

7

10

高島Ｂ＆Ｇ海洋センター
および周辺

初めてのスマートフォン講座

金

9

主な内容

火

6

8

９：３０開演

問い合わせ先

月

教科書展示会（６/８～）
3

１４：００開演

場所

９：００～１６：３０

市内にお住まいの６０歳以上で働く意欲のある方

金
家族介護教室

１１：００～

夏のトラブルから子どもを守る

①１０：００～
②１３：００～

工作教室「ねんどでかざろう！」

９：３０～１２：００

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

３２－２４６１

対象 ４、５歳から小学生まで※保護者の同伴をお願いします。
/定員 各回1１０人（先着順）/申込締切 ７月７日/料金 各回
１，０００ 円( 参加費) ＋ ２００円( 材料費)

15

日 工作教室「ねんどでかざろう！」

９：３０～１２：００

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

３２－２４６１

対象 ４、５歳から小学生まで※保護者の同伴をお願いします。
／定員 各回１０人（先着順）／締切 ７月７日／料金 各回１，０
００ 円( 参加費) ＋ ２００円( 材料費)

16

月

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

２２－１４１４

出展 中村陽子パンフラワー教室／火曜休／鑑賞無料
最終日 １５時まで

17

火 法律相談会

安曇川老人福祉センター

高島市社会福祉協議会

３６-８２３０

予約制 先着６人／相談時間 一人３０分／相談料 無料

18

水

１０：００～１２：００

安曇川公民館

健康推進課

２５－８０７８

脱メタボにつながる簡単な運動。定員２５人

19

木

20

金 介護・福祉のお仕事出張相談

１３：３０～１６：００

今津老人福祉センター

滋賀県湖北介護・福祉人材セン
介護や福祉の仕事と、資格に関するご相談にお答えする「出張
０７４９-６４-５１２５
ター
相談」を開催。 相談 予約制

１０：００～１５：００

今津東コミュニティセンター

今津東コミュニティセンター

２２－３２２２

夏休み中の子どもたちを対象に竹工作教室と流しそうめんを実
施します。定員５０人/参加費５００円（同伴の大人８００円）

やまびこ館

たかしま結びと育ちの応援団

３３－７７５８

社会人サークル「Takashima」主催。
対象 独身の方/参加費５００円

今津サンブリッジホテル

びわこパイロットクラブ（伊妻さ
ん）

２５－５１８５

ＨＡＭＯＲＩーＢＥ（はもりべ）の歌。収益金の一部は、社会福祉法
人などに寄付されます。料金 一般２，０００ 円（ 当日２，５００
円）障がい・介助１，０００円、高校生以下 ５００円

14

土

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ
「四季を彩る粘土の花」（～３０日）

食と運動の健康教室②
【手軽に気楽に身体を動かして脱メタボ】

東コミセン子どもサークル「夏休み流しそうめん」

コミック読書会
21

１０：００～２２：００

１３：３０～

１３：３０～

土
びわこパイロットクラブ
第15 回チャリティコンサート

１３：３０～１５：３０

モラロジー講演会

第２７回びわ湖高島ペーロン大会

22

日 里湖で地域を学ぶウォーキング（第４回）

「湯を沸かほどの熱い愛」上映会

23

24

25

26

27

８：３０～
９：００～
（８：３０～受付）
①１０：３０～
②１４：００～

安曇川公民館

湖西モラロジー事務所

３２-９７２５

高島市教育委員会後援。テーマ「今を前向きに生きる」/参加費
５００円

今津町南浜琵琶湖岸

びわ湖高島ペーロン大会実行委
員会事務局 観光振興課

２５－８０４０

湖上の上で行われる、熱気にあふれたレースに力のすべてを賭
ける高島の夏の風物詩。優勝５万円、準優勝３万円、３位２万円

朽木保健センター

市民スポーツ課

３２－４４５９

対象 小学生以上／参加費 １００円／持ち物 ウォーキングで
きる服装、履きなれた靴、お茶、タオル

ガリバーホール

ガリバーホール

３６－０２１９

第４０回日本アカデミー賞６部門受賞作の上映。一般前売１，００
０円（当日１，２００円） 中学生以下８００円（１，０００円）

月

高島サマーホリデー
（～２７日、３１日～８月３日、７日～１０日）

９：００～１６：００

安曇川世代交流センター

障がい福祉課

２５-８５１６

養護学校や小中学校の特別支援学級に通う児童・生徒の皆さ
んに、夏休みを有意義に過ごしていただくためのボランティア活
動。募集締め切り ７月１３日

第10 回たかしま子ども美術展

９：００～１７：００
（～８月１２日）

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

３２－２４６１

審査の上選ばれた、高島市内４歳児から中学生までの平面作
品約７００点を展示。※ ７月３０ 日・８ 月６日休館

藤樹の里キッズアート２０１８

９：３０～１６：００

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

３２－２４６１

小学3 年生から大人までを対象に自然と風の体験ワークショップ
を行います。２７ 日は、作品の展示【１３：００～】、発表【１４：３０
～】参加料１，０００円/申込締切 ７月９日/発表 入場無料

火

水
不登校家族学習会

１３：３０～１５：００

新旭公民館（観光物産プラザ）

子ども・若者支援センター
“あすくる高島”

３２－３８２８

思春期において不登校状態にある子どもへの理解を深め、家族
の対応方法について一緒に考えます。参加申込み 必要/料金
無料

ギャラリー藤乃井
「〝ヤンバルの森〟から島ぞうり＆布で描く花キル
ト親子展」（～３１日）

１０：００～１７：００

ギャラリー藤乃井

ギャラリー藤乃井

３２－０１５０

出展 境 好美・貴昭／鑑賞無料

障がいのある方の水泳教室（１回目）

１２：００～１３：３０

今津Ｂ＆Ｇ海洋センター

湖西総合在宅サービスセンター
ほろん

２２-４０４１

身体機能訓練を主な目的とした水泳教室。対象 市内在住で身
体障害者手帳を持っている方／定員１０人／申込締切 ７月１２
日

今津東コミュニティセンター

今津東コミュニティセンター

２２－３２２２

鮒ずし漬け体験と、びわ湖の湖魚を食べる習慣や現状について
学ぶ。講師 滋賀県水産課の方／参加費 １樽３万円/グループ
参加ＯＫ

社会福祉法人虹の会ハーモ
ニー
内グランド

一般社団法人障害者雇用資格
認
定機構

木

金

東コミセン郷土料理教室「鮒寿司漬け体験」

第１４回ミナツナマルシェin高島市
28

１９：３０～２１：３０

９：３０～１５：００

１０：００～１５：００

≪高島市後援≫
０７４８-３６-１０３３ 出店や相談ブース、ステージでの演奏やダンスなど障がいの有

無に関わらず誰でも自由に参加できます。

土
宴JOYあどがわ

高島市美術協会公開講座

29

日 「みつばちと地球とわたし」上映会

30

月

31

火

見頃の花

ゆり

１７：００～２１：３０
【平面の部】
９：００～１６：００
【立体の部】
９：００～１５：００
（２９日、８月１８日１９日）
１０：００～１２：００

時 期

６月２４日～

健康の森梅ノ子運動公園特設 あど川夏まつり実行委員会（安
会場
曇川支所）

３２－１１３１

園児創作みこし、ステージ発表、模擬店等

【平面の部】
安曇川公民館
【立体の部】
安曇川高校美術室

社会教育課

３２-４４５７

対象者 市内に在住または勤務、通学する高校生以上
【平面の部】
受講料 無料／申込締切 ７月２６日
【立体の部】
受講料 1,000／申込締切 ７月２０日

今津東小学校

ミツバチまもり隊（小織さん）

２０－１３００

≪高島市・市教育委員会後援≫ドキュメンタリー映画上映
※事前申込みが必要

場 所

箱館山スキー場

問合せ先
びわこ箱館山ゆり園
ＴＥＬ （２２）２４８６

