平成29年２月 行事カレンダー
行事・イベント紹介

日・曜日
1

水

2

木

3

金

行事名

時間

ギャラリーCafé Cozy 「草木染織 きさら
ぎ展」（～１３日）

１０：００～２２：００

ギャラリー藤乃井
「たびと、琉球藍」（～９日）
今津図書館エントランス展示
「高島市の先人たち」（～２８日）
たかしまマキノウィンターフェスティバル
２０１７

4

土 高島の森へ行こう！第３回勉強会

高島歴史民俗資料館 企画展
「雛と武者 人形展」 （～３月３１日）

5

月

7

火

ギャラリー藤乃井

ギャラリー藤乃井

（３２）０１５０

出展 琉球藍染工房 ウメノコヤさん

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

出展 文化財課

マキノ高原マキノスキー場 四季遊園マキノ交流促進協議会

（２８）８００２

ビンゴ大会、雪上バナナボート、雪だるまコンテ
スト、雪中宝さがし、ふるさとバザールなど／駐
車場代１，０００円

（集合）安曇川三和漁港

たかしま市民協働交流センター

（２０）５７５８

テーマ 「びわ湖の漁師に聞く、湖と森のつな
がり」/講師 滋賀県漁業協同組合連合青年会
中村清作氏

高島歴史民俗資料館

高島歴史民俗資料館

（３６）１５５３

地元で大切にされてきたお雛様と端午の節句
に飾られた武者人形を併せて展示します。

海津街かどギャラリー
（マキノ町海津２２８７番地
中ノ川橋横）

文化財課

（３２）４４６７

①平和堂今津店
②平和堂あどがわ店

ごみ減量対策課

（２５）８１２３

アイリッシュパーク

高島市社会福祉協議会

（３６）８２３０

専門分野の相談員が、相談内容に応じてアド
バイスします。／予約不要／相談無料

高島地域雇用創造協議会

（２５）５７３１

職場見学ツアー「農業、林業、発酵分野）は要
予約。／対象 市内で就職を希望する方

今津東コミュニティセンター たかしま市民協働交流センター

（２０）５７５８

継続的な市民活動を目指し、共感を広げ寄付
で支援を集めるための２連続講座／参加費 １
回５００円。２回参加で８００円。／講師 認定
ファンドレイザー 戸田由美さん

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。入場無料。

水

①１４：００～１５：００
②１６：００～１７：００
１３：３０～１６：３０

（ツアー）１０：００～１２：０
今津サンブリッジホテル２
０
（面接会）１３：
階
００～１６：００

０９０（９０５４）０４４６ 参加費 １，０００円／定員 ３０人

木

金

１９：３０～２１：３０

１３：３０開演

丸子船の写真を含めた大正末期～昭和初期
の海津・西浜の風景を展示。２月１１日、１２
日、１９日、２６日、３月５日にも展示。

今津図書館 かけはし
「金曜午後の朗読会」

１４：００～１５：００

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

今津ヴォーリズ通り 灯り絵巻（～１４
日）

１７：３０～２０：００

今津ヴォーリズ通り

今津ヴォーリズ資料館

（２２）０９８１

３つのヴォーリズ建築をライトアップ、ミニコン
サート、おもてなしコーナーなど

土 コハクチョウ観察会
国際交流サロン（中級英語サロン）
（２５日にも開催）

高島農業振興大会

12

日 恋活！ キャンドルづくり

13

月

14

火

15

水

ギャラリーCafé Cozy 「裸婦 パステル
画展」（～２７日）
ケアメン（男性介護者）の会

19

出展 小林斐子さん／鑑賞無料

１１：００～１５：００

森と山の塾２０１６
第９回 ～シナひもを編む～

18

（２２）１４１４

海津街かどギャラリー

昭和のうた♪ ピアノ弾き語りコンサート

17

ギャラリーCafé Cozy

高島発酵つながり隊

寄付を集めて活動を広げたい！
共感と寄付を集める基礎講座①

16

９：００～１６：３０

ギャラリーCafé Cozy

安曇川公民館

合同就職面接会・職場見学ツアー

11

７：３０～

主な内容

１０：００～１３：００

なんでも相談会

10

１０：００～１５：００

問い合わせ先

第３弾 発酵料理教室 【ランチ交流会】

廃プラスチックボトル臨時収集

9

開館時間中

日

6

8

１０：００～１７：００

場所

１０：００～１５：００

森林公園くつきの森

森林公園くつきの森

（３８）８０９９

シナノキの皮から取れる繊維をつかって細い
紐をつくる体験をします。／参加費大人７００
円、小学４年生以上・中学生５００円／申込締
切 ２月８日

１３：４０～１６：００

新旭水鳥観察センター集
合

新旭水鳥観察センター

（２５）５８０３

料金 高校生以上３００円、中学生のみ１５０円
（入館料込）／車で観察場所まで移動します。

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

１４：００～１６：００

ガリバーホール

高島地域農業センター

（２２）３１７８

基調講演「お米を食べてダイエット」、話題提起
「これからの農業の行方」、「高島市のこれから
の農業を考える」

１３：００～１７：００

ヴォーリズ旧今津郵便局

たかしま結びと育ちの応援団

（３３）７７５８

対象 独身の方／定員 男女それぞれ１０名／
料金 キャンドル製作代 １５００円／

１０：００～２２：００

ギャラリーCafé Cozy

ギャラリーCafé Cozy

（２２）１４１４

出展 帰山信子氏／鑑賞無料

（２５）８１５０

認知症ケアについて／講師 地域包括ケア事
業研究会認知症看護認定看護師 西村優子
氏／申込締切 ２月１５日

①９：３０～１０：３０
②１０：４５～１１：４５

１３：００～１５：００

観光物産プラザ（新旭公民
地域包括支援課
館）

木
寄付を集めて活動を広げたい！
共感と寄付を集める基礎講座②

１９：３０～２１：３０

今津東コミュニティセンター たかしま市民協働交流センター

（２０）５７５８

継続的な市民活動を目指し、共感を広げ寄付
で支援を集めるための２連続講座／参加費 １
回５００円。２回参加で８００円。／講師 認定
ファンドレイザー 戸田由美さん

第３回 湖魚料理教室「親子でつくる湖
魚料理」

１０：００～１４：００

マキノ土に学ぶ里研修セン 高島市漁業振興連絡会
ター
（森林水産課）

（２５）８５１２

講師 食育インストラクター 古沢みどり氏、海
津漁業協同組合 中村清作氏／８組限定。抽
選。／参加費 １組１，０００円

子育て講座

１０：３０～１２：００

安曇川公民館 視聴覚室

たかしま結びと育ちの応援団

（３３）７７５８

心の中で感じる怒りをコントロールする案が－
マネジメント講座／講師 知田 良博氏

家庭倫理講演会「つながる」

１０：００～１１：４０

ウエストレークホテル可以
登楼

家庭倫理の会びわこ西

（２２）１４５４

料金 一人１，０００円

１３：３０～１４：３０

今津図書館

今津図書館

（２２）３８２７

人形劇「はらぺこあおむし」、エプロンシアター
「おふろに入ろう」など

１０：００～１３：００

安曇川公民館

健康推進課

（２５）８０７８

講話と調理実習／料金 一人２００円

金

土

日 人形劇団あっぷりけ公演
食の健康教室「余分なコレステロールさ
ようなら」

（高島市後援）

20

月

21

火 女性のためのアグリビジネス講座①

家族介護教室
22

23

木

24

金 琵琶湖周航の歌講演会

「琵琶湖周航の歌」ミニコンサート

農産物などを活かした６次産業化（加工・販売
等）へ取り組むための研修会。／定員 ２０名
／申込締切 ２月１６日

１１：００～１５：００

高島保健センター

（２５）８１５０

情報交換、学習会「皮膚トラブルのケア」／講
師 たかしま市民病院 伊庭治代看護師／申
込締切 ２月２１日

１０：００～１６：３０

観光物産プラザ（新旭公民
高島地域雇用創造協議会事務局
館）

（２５）５７３１

プロジェクトで開発した発酵分野や森林分野の
新商品、製造や販売ノウハウを公開。／対象
市内事業者、市内での創業希望者／定員 各
社２０社／申込締切 ２月９日

１３：４０～１４：３０

高島市立今津中学校多目
高島市立今津中学校
的室（３階）

（２２）２１６１

元ＮＨＫアナウンサー 飯田忠義氏を迎え、琵
琶湖周航の歌にまつわる講演。／１年生１０２
名と一般の方

琵琶湖周航の歌資料館

（２２）２１０８

～Ｌｅｆａ～と一緒に琵琶湖周航の歌を歌いま
しょう。無料。

障がい者相談支援センター 高島市障がい者相談支援セン
コンパス
ターコンパス

（２２）５５５３

茶話会、ゲーム、軽運動など

安曇川公民館

（２５）８１５０

高齢者の特性と暮らし、認知症の理解と対応。
地域のためにできること。／申込締切 ２月２３
日

（２５）８５１１

農産物などを活かした６次産業化（加工・販売
等）へ取り組むための研修会。／申込締切 ２
月２３日

地域包括支援課

１３：００～
１３：３０～１６：００

琵琶湖周航の歌資料館

日

生活支援ボランティア講座
27

（２５）８５１１

土
オープンコンパス

26

観光物産プラザ（新旭公民
農業政策課
館）

水
たかしまの未来を創るシゴトおこしプロ
ジェクト 成果物公開セミナー

25

１３：３０～１５：３０

９：００～１７：００

地域包括支援課

月
女性のためのアグリビジネス講座②

28

火

29

水

見頃の花
ザゼンソウの群生

１３：３０～１５：３０

時 期
２月下旬～３月中旬

観光物産プラザ（新旭公民
農業政策課
館）

場 所
今津町弘川

問合せ先
琵琶湖周航の歌資料館
TEL （２２）２１０８

