平成31年３月 行事カレンダー
行事・イベント紹介

日・曜日

行事名
一日消防官防火キャンペーン

熊沢蕃山生誕４００年～ 中江藤樹の代表的
門人 ～（２０２０年２月２９日）

おもちゃドクター要請講座（６・１４日）
1

金

土

9

対象 市内在住・在勤・在校の方。※おもちゃの修理の
経験がない方でも大丈夫です。/参加費 無料

１０：００～１９：００
（土曜～２１：００）

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

出展 水彩画サークル彩琶の皆さん

モラロジー生涯学習セミナー（２日）

１９：００～２１：３０

安曇川公民館

湖西モラロジー事務所

（３２）９７２５

テーマ「愛する力、愛される力」

今津東コミュニティセンター

高島市国際協会

（２０）１１８０

中級英語サロンを開催。講師：ケビン・ディーガン氏

高島市安曇川障がい者デイ
サービスセンター アンフィニ

（３２）４１４１

点字グループ「ゆび」と共催で開催します。内容 展示
の話や点字体験など

①９：３０～１０：３０
②１０：４５～１１：４５

点字サロン

１０：００～１１：３０

高島市安曇川障がい者デイ
サービスセンター アンフィニ

「親子お菓子作り教室と絵本の読み語り会」

１０：００～１２：００

社会福祉法人ドリームあんです 社会福祉法人ドリームあんです

（２２）８１００

対象 小学６年生までのお子さんとその保護者/参加費
保護者１人とお子さん１人 ８００円

新旭町針江地先の湖岸

環境政策課

（２５）８１０４

びわ湖の三大ヨシ帯の一つである新旭町針江地先のヨ
シ帯を保全するために重要な取り組みです。

ヨシの火入れ

１３：００～

清水安三先生顕彰会
「郷土の先人『清水安三先生』市民劇２０１３
上映会」

１３：３０～１６：００

新旭公民館

新旭公民館

（２５）５５００

教育に生涯を捧げた清水安三先生の中国における奮
闘を描いた市民劇の上映会。

女性のための相談室（６・２０・２３日）

１３：３０～１６：３０

働く女性の家

人権施策課

（２５）８５２４

相談時間 １人５０ 分/定員 各３人/予約専用電話 （２
２）４０５２

水辺のまちのちいさな上映会

１５：００～２０：００

白湖（はこ）（勝野１２２９）

作品①１５：３０～「すもも」②１８：００～「君の生姜焼き
水辺のまちのちいさな上映会実
０８０（４１１７）８２０６ をたべたい」③１９：２０～「僕はもう一人の君になる」上
行委員会（上田さん）
映後に監督トークショーあり。

市内各地域

高島市消防団（消防総務課）

（２２）５４０１

消防団の消防車が巡回し、火災予防の呼びかけを行い
ます。

安曇川公民館

高島地域農業センター

（２２）３１７８

各ＪＡ営農指導事例報告や情報提供、お楽しみ抽選会
（刈払機、新鮮な地場産の農畜産物など）。

藤樹の里文化芸術会館

藤樹の里文化芸術会館

（３２）２４６１

出演 高島ジャズオーケストラ部、（ゲスト）京都コンポー
ザーズジャズオーケストラ オールスターズ

マキノ高原～寒風

びわ湖高島観光協会

（３３）７１０１

参加料 １，０００円

９：００～

１３：３０～１５：３０

日
１３：３０～開演

８：５０～

月
いきづらさカフェ

１３：３０～１５：００

夢の木訪問看護ステーション
（勝野１６３８番地）

夢の木訪問看護ステーション

（３６）１１２３

対象 生きづらさを感じている女性の方

事業所合同消防訓練

１４：２０～１５：００

信和精工㈱新旭工場

予防課

（２２）５４０３

第２工場内の機械から出火した想定。参加者 信和精
工(株) ７０名程度、消防本部 車両４台、２０名

１０：００～１６：００

ギャラリー藤乃井

ギャラリー藤乃井

（３２）０１５０

出展 社会福祉法人 たかしま会藤美寮/鑑賞無料

１３：３０～１６：３０

高島市商工会北部センター（旧
今津納税協会
今津町商工会）

（２５）７７１１

予約制

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

（３６）８２３０

料金 無料

社会教育課

（３２）４４５７

８日「聴いていますか 子どもの声を」１６日「身体でつな
がる運動遊び」

火

水

木 税理士による無料税務相談会

金 家庭教育共育学習会（１６日）

１３：３０～１５：００
安曇川公民館ふじのきホール
（１６日：１０：００～１１：３０）

「若者の希望がかなう地域とは」講演会

１３：３０～１５：００

安曇川公民館ふじのきホール

たかしま結びと育ちの応援団

（３３）７７５８

講師 中央大学 山田昌弘先生/参加費 無料

朽木・雲洞谷のお父さんに聞く炭火焼勉強
会

１０：３０～１３：３０

朽木・雲洞谷集会所

たかしま市民協働交流センター

（２０）５７５８

雲洞谷の炭焼きについてお話を聞く、炭窯の見学、交
流/定員２０名/参加費 ５００円

１３：３０開演

高島市民会館

高島市民会館

（２２）１７６４

市内音楽団体が中心となって企画する手作りコンサー
ト。全席自由/料金 一律 ５００円

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

音楽療法士、岡本仁司氏によるピアノ弾き語りコンサー
ト。今月のテーマ「あなたのリクエスト」。

９：００～１７：００
（１７日は１６：００まで）

藤樹の里文化芸術会館

高島市文化協会 伊庭さん

０９０（７８７４）８６４０

身近なものをモチーフにして、油絵や水彩、パステル等
で描いています。

９：３０～

今津老人福祉センター

高島市シルバー人材センター

土

10

日 ２０１９たかしま市民音楽祭「響」

11

月

12

火 昭和のうた ピアノ弾き語りコンサート

絵画教室作品展（～１７日）
高島市シルバー人材センター入会希望説明
会
13

（３６）８２２０

エントランス展示「水彩画展」（～３１日）

なんでも相談会

8

（３２）０３３０

熊沢蕃山の生誕４００年という節目を記念し、藩士として
仕えた岡山県備前市・岡山市におけるあゆみや業績を
遺墨や関連資料などで紹介します。

火曜休/鑑賞無料

ギャラリー藤乃井
「ふじみ寮の絵画展」（～１２日）
7

１０：００～１２：００
新旭総合福祉センターやすらぎ
高島市社会福祉協議会
（６日：１３：３０～１５：３０、
荘
１４日：１０：００～１５：３０）

市内事業所から選出された４名の方を一日消防官に任
命し実施します。訪問先 マキノ東こども園 他

（２２）１４１４

高島トレイル連携協議会
「スノーシュートレッキング教室」

6

近江聖人中江藤樹記念会館

（２２）５４０３

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

滋賀県アートコラボレーション事業
「ひなまつりジャズコンサート」

5

近江聖人中江藤樹記念会館

予防課

主な内容

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

第４１回高島農業振興大会

4

９：００～１６：３０

消防本部他

問い合わせ先

１０：００～１５：００

車両巡回広報

3

８：３０～１６：３０

場所

ギャラリーCafe Cozy
「“ 心布留 ” 希舎（キヤ）」（～１０日）

国際交流サロン

2

時間

（３６）８１９１

６０歳以上の働く意欲のある方が対象。

（２４）０１３１

自然の中で施設独自のグラウンドゴルフやアーチェ
リー、カヌーなど/方法 当日受付

水
もくもくオープンデー
（～１５日、２７日～２８日）

１０：００～１５：００

吹田市立少年自然の家もくもく 吹田市立少年自然の家もくもく
の里（今津町南生見）
の里

特設人権なんでも相談所

14

木

高島市シルバー人材センター入会希望説明
会
地区別行政相談所

15

金 介護・福祉のお仕事出張相談

「いただきます」上映会

16

安曇川老人福祉センター

高島市シルバー人材センター

（３６）８１９１

６０歳以上の働く意欲のある方が対象。

１３：００～１６：００

朽木支所

生活相談課

（２５）８１２５

行政に関わる相談を、行政相談員がお受けし、問題解
決に向け関係行政機関につなげます。

１３：３０～１６：００

市役所新館 ２階相談室

社会福祉課

（２５）８１２０

予約制/滋賀県湖北介護・福祉人材センター ０７４９（６
４）５１２５

学校法人恵の園 今津幼稚園

「いただきます」上映実行委員
会

０７０（６５４６）７３３２

日本の伝統食の素晴らしさ、食のあり方を改めて考えさ
せてくれる、心温まるドキュメンタリー映画です。

９：３０～

１９：００～

水草たい肥の無料配布

１０：００～１４：００

今津町南沼市有地
（ＪＲ近江今津駅南側）

①（公財）淡海環境保全財団
②滋賀県琵琶湖政策課

１０：００～２２：００
（３１日のみ～１２：００）

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

ギャラリーＣａｆｅＣｏｚｙ

（２２）１４１４

火曜休/鑑賞無料

ガリバーホール

高島市社会福祉協議会

（３６）８２２０

基調講演「地域の支え合いはどこまで広がったか」講
師：関西学院大学教授 藤井 博志氏 等

学校法人恵の園 今津幼稚園

「いただきます」上映実行委員
会

０７０（６５４６）７３３２

にじまちマルシェでは、安全にこだわった美味しいもの
が勢ぞろい。託児あり。

箱館山スキー場

一般社団法人高島市体育協会
事務局

（３２）３１８０

〈アルペンの部〉ジャイアントスラローム、スノーボード
〈クロスカントリーの部〉クロスカントリー、リレー

１０：３０～１１：３０

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

出演 高島高校生。

１３：３０～１５：３０

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

第一部 小品朗読「ケーキの夢」「口紅の時」「詩画集」
他、第二部 朗読劇「師走狐」澤田ふじ子/ 作

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

日々の活動で創作した絵画や陶芸、書道の作品を展
示。

各園

子育て支援課

（２５）８１３６

年長児の卒園式

アイリッシュパーク小ホール

高島少年少女合唱団

（３６）０９６６

合唱団の演奏やみんなで歌おうｺｰﾅｰ等 入場無料

①今津保健センター
②マキノ病院

健康推進課

（２５）８０６５

対象１６～６９歳の方（初めての方は６４歳まで）

観光物産プラザ

健康推進課

（２５）８０７８

講演『お酒でお悩みの方へ』 講師：新阿武山病院 精
神保健福祉士 坂本満氏、滋賀県断酒同友会体験談/
対象 関心のある方どなたでも/定員 ５０ 人

森林公園くつきの森

森林公園くつきの森

（３８）８０９９

初めての方でもDIYの基礎が学べます。参加費 １５００
円、小学生以下１２００円/定員２０人

１３：３０～１５：３０

丸八百貨店

巨木と水源の郷をまもる会

１３：３０～１５：４５

観光物産プラザ

市民協働課

（２５）８５２６

各グループからの活動成果報告など/公開

マキノサニービーチ高木浜

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

１０：００～１２：３０

森林公園くつきの森

森林水産課

（２５）８５１２

森の中をウォーキングしながら、呼吸法や心のリラク
ゼーションなどを行います。全長：約２㎞。

１０：３０～１１：３０

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

内容 「おむすびころりん」他

藤樹の里文化芸術会館

（３２）２４６１

市内の演劇団体による演劇祭。出演 こども演劇教室+
演劇集団つばめ、高島高校演劇部/一律 ５００円、小
学生以上入場可/全席自由

ギャラリーCafe Cozy
土 「“さをり広場ジョイ仲間展 Part7”～おもい
のままに～ 」（～３１日）

１３：３０～１６：１５

「いただきます」上映会＆にじまちマルシェ

①１０：３０～
②１４：００～

第１４回高島市民体育大会スキー競技会

９：００～

日 高校生による「英語のおはなし会」

19

火 アンフィニ作品展（～２５日）

20

水 卒園式（市立保育園・幼稚園・認定こども園）

21

木 スプリングコンサート

献血（全血）

９：００～２５日１３：００

―

１０：３０～
①１０：００～１１：３０
②１３：３０～１５：３０

（２５）８５２６

スツールづくり

土 第８回トチノキ発表会

第８回 高島市まちづくり推進会議

里湖で地域を結ぶウォーキング（第８回）

森林セラピー

日 人形劇団「六」公演 糸あやつり人形劇

１３：３０～１５：３０

１０：００～１５：００

９：００～

予約優先

①０７７（５６９）５３０１ 琵琶湖の栄養を吸収して育った水草を、農地で有効利
②０７７（５２８）３４６３ 用するためにたい肥化した水草たい肥の配布。

金
心の健康づくり講演会

０８０（３８４１）４２５２

２０１８年活動報告、講演 ブライアン・ウィリアムズ氏
「びわ湖・ブライアンの目～びわ湖は山からだ～」

「びわ湖高島☆春の演劇祭」

１３：３０～開演

藤樹の里文化芸術会館

青春音楽祭Vol．６

１３：３０～開演

今津東コミュニティセンター ３ 青春音楽祭実行委員会 代表
階
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/鑑賞無料

今津老人福祉センター

保険年金課

（２５）８１３７

予約制/大津年金事務所 ０７７（５２１）１４８９

８：３０～１７：１５

市役所 市民課

市民課

（２５）８０１８

各種証明書の交付、住民登録、異動、マイナンバー
カードの交付更新

１３：３０～１６：３０

ガリバーホール

事務局 中村さん

（３６）００４３

美しい音色を奏でる大正琴の迫力あるアンサンブルコン
サート。鑑賞無料。

25

月

26

火

27

水

28

木 一日年金相談所

29

金

30

土
窓口の休日開庁（４月７日）

31

予約不要

市民協働課定住推進室

月

24

（２５）８５２４

市役所

18

23

人権施策課

１０：００～１２：００

音訳サークルかけはしによる
「第１６回朗読会」

22

市役所新館２階相談室

空き家活用相談会

地域まるごとささえあいフォーラム３

17

１３：３０～１６：００

１０：００～１６：００

日
秀礼琴の会 大正琴ひびきあいコンサート

