
367

8

21

365

365

303

303

161

高島市

米原市

長浜市

湖北エリア湖北エリア

湖西エリア湖西エリア 琵琶湖

北
陸
自
動
車
道

伊
吹
山
ド
ラ
イ
ブ
ウェイ

湖
西
線

北
陸
本
線

ながはら

まきの

おうみ
なかしょう

おうみいまづ

しんあさひ

あどがわ

おうみたかしま

かわけ

たかつき

よ
ご

きのもと

ひこね

まいばら

さめがい

さかた

たむら

ながはま

　おうみ
ながおか

とらひめ

木之本I.C.

米原I.C.

長浜I.C.

ねねひひひひこひこねこねこねひひここひひひ ねねねここここひこね

おうみしおつ

❸❸

11
99 66

33

1111

1010

1212
55

44

8877

❶❶

❷❷
22

カ会場  リ料金  トお問い合せ先

■美術  ■音楽  ■演劇  ■洋舞  ■文芸  ■伝統芸能  ■伝統文化  ■メディア芸術  ■文化一般

藤井フミヤ 35th ANNIVERSARY TOUR 2018 
"35 Years of Love"
10月20日（土） 17：00～
カ3滋賀県立文化産業交流会館イベントホール リ8,000円
ト0749-52-5111〔文化産業交流会館〕
第67回芸能文化祭
10月21日（日） 13：00～16：30
カ1長浜文化芸術会館 リ無料
ト0749-50-3471〔長浜芸能文化協会 / 板谷〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 美術・工芸部門
10月23日（火） 13：00～17：00
10月24日（水） 9：00～17：00
10月25日（木） 9：00～12：30
カ3滋賀県立文化産業交流会館 リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 書道部門
10月26日（金） 13：00～17：00
10月27日（土） 9：00～17：00
10月28日（日） 9：00～13：00
カ3滋賀県立文化産業交流会館 リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
ながはま寄席上方落語競演会
10月27日（土） 14：00～16：00
カ1長浜文化芸術会館 リ一般3,000円
ト0749-63-7400〔（公財）長浜文化スポーツ振興事業団 / 茗荷〕
第48回山東文化祭
11月3日（土・祝）～11月4日（日） 9：00～16：30
カ7米原市山東公民館、8米原市民体育館 リ無料
ト0749-55-2578〔米原市山東文化祭実行委員会 / 横田〕
第43回新作佛像彫刻展
11月10日（土）～11月14日（水） 9：00～15：00
（最終日は17：00まで）
カ9長浜市曳山博物館(伝承スタジオホール) リ未定
ト0749-55-2187〔滋賀佛像彫刻家協会 / 中川〕
アンサンブルの愉しみ
11月11日（日） 14：00～16：00
カ1長浜文化芸術会館 
リ一般1,500円（当日300円増）
ト0749-63-7400〔（公財）長浜文化スポーツ振興事業団 / 山本・松村〕
県民協働企画事業
「流星音」 岡田兄弟コンサート2018
11月11日（日） 14：00～
カ3滋賀県立文化産業交流会館 小劇場 
リ一般2,800円、25歳以下1,500円、
　子ども（小中学生）1,000円、当日各500円増
ト0749-52-5111〔文化産業交流会館〕
人形劇団ひとみ座によるにんぎょうげき
「はれときどきぶた」～親子で楽しむ人形劇～
11月17日（土） ①13：00～ ②15：00～
カ5米原市民交流プラザ ベルホール310
リ一般（中学生以上）500円、小学生300円、
　未就学児無料
ト0749-55-4550〔ベルホール310サポーターミーティング / 伊吹〕

湖西エリア湖西エリア
NPO法人心のふるさと書道会「夏を書く」書展
8月1日（水）～8月30日（木） 11：00～21：00
カ京都駅がんこ寿司店ギャラリー リ無料
ト090-3492-6809〔NPO法人心のふるさと書道会〕
第21回小中学生藤樹先生書写書道作品展
9月30日（日）～10月7日（日） 9：00～17：00
（最終日は16：00まで）
カ❶高島市藤樹の里文化芸術会館 リ無料
ト090-9714-7677〔藤樹先生献書会 / 駒井〕
第35回藤樹先生書道展
9月30日（日）～10月7日（日） 9：00～17：00
（最終日は16：00まで）
カ❶高島市藤樹の里文化芸術会館 リ無料
ト090-9714-7677〔藤樹先生献書会 / 駒井〕
平成30年度アートコラボレーション事業
おおわらい狂言教室
10月18日（木） 18：30～20：00
カ❶高島市立藤樹の里文化芸術会館 リ一般1,000円
ト0740-32-2461〔藤樹の里文化芸術会館〕
第78回高島市美術協会展
10月21日（日）～10月28日（日） 9：00～17：00
（最終日は16：00まで）
カ❶高島市立藤樹の里文化芸術会館 リ無料
ト0740-22-1148〔高島市美術協会 / 山口〕
第33回湖西水墨画展
10月23日（火）～10月28日（日） 9：00～17：00
（最終日は15：00まで）
カ❶高島市立藤樹の里文化芸術会館 リ無料
ト0740-25-4159〔湖西水墨画会 / 安藤〕
第14回高島市美術展覧会
11月23日（金・祝）～11月27日（火） 9：00～18：00
カ❷高島市立新旭体育館 リ無料
ト0740-32-4457〔高島市教育委員会 / 中川〕
平成30年度 MOA美術館高島児童作品展
11月25日（日）～12月2日（日） 10：00～17：00
（最終日は15：00まで）
カ❸今津東コミュニティセンター リ無料
ト077-523-1431〔（公財）岡田茂吉美術文化財団 / 中川〕

湖北エリア湖北エリア
第43回長浜市芸術文化祭
9月1日（土）～12月31日（月） 事業毎に異なる
カ長浜市内各会場 リ事業毎に異なる
ト0749-63-7400〔（公財）長浜文化スポーツ振興事業団〕
第70回長浜市美術展覧会
9月11日（火）～9月16日（日）、
9月22日（土）～9月27日（木）
9：00～17：00（いずれも最終日は16：00まで）
カ1長浜文化芸術会館 
リ無料（出品料：1点につき500円）
ト0749-63-7400〔（公財）長浜文化スポーツ振興事業団 / 山本〕

平成30年度長浜茶道愛交会茶会
9月16日（日）、10月21日（日）、11月11日（日） 
9：00～14：00
カ2長浜市慶雲館茶室 梅の館 
リ当日一般参加1,000円（1～2席）会員は、年間会費制
ト0749-52-1133〔長浜茶道愛交会 / 花房〕
県民協働企画事業 
オーチャードコンサート2018打楽器
9月17日（月・祝） 14：00～
カ3滋賀県立文化産業交流会館 小劇場 
リ一般1,500円、25歳以下1,000円、当日各500円増
ト0749-52-5111〔文化産業交流会館〕
湖国新進アーティストによる演奏会
ザ・ファーストリサイタル2019 オーディション
9月24日（月・休） 時間未定
カオーディション：
　3滋賀県立文化産業交流会館 小劇場
リオーディション参加料：
　一般5,000円、高校生以下4,000円
ト077-523-7146〔（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部〕
ENJOY!Afternoon Concert Vol.6
9月30日（日） 14：00～16：00
カ1長浜文化芸術会館 
リ一般2,000円、中学生以下1,000円（当日300円増）
ト0749-63-7400〔（公財）長浜文化スポーツ振興事業団 / 澤村・北村〕
第29回長浜アーティストクラブ展
10月5日（金）～10月8日（月・祝） 9：00～17：00
カ1長浜文化芸術会館 リ無料
ト0749-72-2905〔長浜アーティストクラブ / 長谷川〕
第13回米原市芸術展覧会
10月6日（土）～10月14日（日） 10：00～18：00
（最終日は14：00まで）
カ4美術部門：米原市近江はにわ館
　5音楽部門：米原市民交流プラザ リ無料
ト0749-55-4550〔米原市 / 橋本〕
第17回第4日曜写生会 会員作品展
10月6日（土）～10月8日（月・祝） 9：00～17：00
（初日は12：00から、最終日は16：00まで）
カ1長浜文化芸術会館 第2展示室 リ無料
ト090-3054-3149〔第4日曜写生会 / 佃〕
AUN J クラシックオーケストラCONCERT2018
米原公演～伊吹の森～
10月6日（土） 15：00～17：00
カ5米原市民交流プラザ ベルホール310 
リ一般：前売2,500円、当日3,000円
　小・中学生：前売当日とも1,000円
　（3歳未満は入場不可）
ト0749-55-4550〔米原市民交流プラザ / 清水〕
第69回滋賀県花道展覧会
10月13日（土）～10月14日（日） 10：00～17：00
（最終日は16：00）
カ6すぱーく山東（グリーンパーク山東内） リ無料
ト090-2191-9980〔滋賀県花道協会 / 岡本〕
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第50回記念三曲演奏会
11月18日（日） 12：00～17：30
カ1長浜文化芸術会館 大ホール リ1,000円
ト077-588-0433〔滋賀県三曲協会 / 徳田〕
ぬの織りことば織り－2nd－
11月19日（月）～11月24日（土） 10：00～16：00
カ10余呉小劇場 弥吉 
リ①500円 ②1,500円（ドリンク付） ③1,500円（材料費別途）
ト0749-86-3249〔余呉小劇場 弥吉 / 東野〕
人形浄瑠璃『冨田人形』定期公演 秋公演
11月25日（日） 13：30～16：00
カ11びわ文化学習センター（リュートプラザ） 
リ一般前売1,000円（当日200円増）、高校生以下無料
ト0749-63-7400〔（公財）長浜文化スポーツ振興事業団 / 松村〕
みんなでconcerto 長浜音楽祭2018
12月1日（土） 12：00～15：30
12月2日（日） 12：00～15：30
カ1長浜文化芸術会館 
リ1日券300円(中学生以下無料)
ト0749-63-7400〔長浜音楽祭実行委員会 / 松村・茗荷〕
びわ湖ホール声楽アンサンブル みんなで作ろう！
林 光作曲 オペラ「森は生きている」 
12月8日（土） 14：00～15：15（予定）
カ3滋賀県立文化産業交流会館 小劇場 
リ一般1,000円（当日1,200円）、25歳以下500円（当日600円）
ト0749-52-5111〔文化産業交流会館〕
タイニー“かわいい”クリスマスコンサートVol.8
12月9日（日） 14：00～16：00
カ1長浜文化芸術会館 
リ一般1,000円、中学生以下500円、親子ペア1,300円
ト0749-63-7400〔（公財）長浜文化スポーツ振興事業団 / 茗荷〕
平成30年度 MOA美術館湖北児童作品展
12月15日（土）～12月16日（日） 10：00～17：00
（最終日は15：00まで）
カ1長浜文化芸術会館 リ無料
ト077-523-1431〔（公財）岡田茂吉美術文化財団 / 中川〕
東儀秀樹 with special guest 溝口肇 in 米原
12月15日（土） 16：00～18：00
カ5米原市民交流プラザ ベルホール310 
リ一般：前売4,000円、当日4,500円
ト0749-55-4550〔米原市民交流プラザ / 清水〕
滋賀県次世代育成ユースシアター事業
12月22日（土）～12月23日（日・祝） 14：00～
カ3滋賀県立文化産業交流会館 小劇場 
リ一般1,000円、25歳以下500円、当日各500円増
ト0749-52-5111〔文化産業交流会館〕
あふみヴォーカルアンサンブルクリスマスコンサート2018
『ア・カペラの響きに満ちて』
12月22日（土） 18：30～20：30
カ12長浜市六角館ホール（六荘まちづくりセンター） 
リ無料（要整理券）
ト080-3034-6972〔あふみヴォーカルアンサンブル〕

湖東エリア湖東エリア
第68回（平成30年度）彦根市秋の文化祭
9月1日（土）～12月2日（日） 時間未定
カ❶ひこね市文化プラザ、❷彦根市民会館ギャラリー 他
リ催し毎に異なる
ト0749-23-7810〔彦根市教育委員会 / 北川〕
第67回（平成30年度）彦根市美術展覧会
9月9日（日）～9月16日（日） 9：30～17：00
カ❶ひこね市文化プラザ リ無料
ト0749-23-7810〔彦根市美術展覧会 / 北川〕
第52回彦根城能
9月17日（月・祝） 16：00～19：00（予定）
カ❸彦根城博物館 リA席5,500円、B席5,000円
ト0749-22-6100〔彦根城博物館 / 石田〕
企画展「彦根製糸場－近代化の先駆け－」
9月21日（金）～10月23日（火） 8：30～17：00
カ❸彦根城博物館 リ一般500円、小中学生250円
ト0749-22-6100〔彦根城博物館 / 石田〕
平和堂財団 芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズvol.21
Peace with Music、Music with Pigeon 
「鳩の音楽会2018」
9月22日（土） 17：00～19：00
カ❶ひこね市文化プラザ エコーホール リ無料
ト077-553-1699〔ブラームスホール協会〕
種をまくプロジェクト2018
びわ湖・滋賀の風景展（巡回展）
10月11日（木）～10月18日（木） 10：00～20：00
※16日（火）は休館
カ❹ビバシティホール リ無料
ト077-523-7146〔（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部〕

平成30年度 MOA美術館愛荘児童作品展
10月13日（土）～10月14日（日） 10：00～17：00
（最終日は15：00まで）
カ❺愛荘町総合福祉センター 愛の郷 リ無料
ト077-523-1431〔（公財）岡田茂吉美術文化財団 / 中川〕
平成30年度伝統芸能フェスティバル
10月14日（日） 10：00～16：00
カ❻ひこね燦ぱれす リ無料
ト0749-23-2591〔滋賀県吟剣詩舞道総連盟 井上〕
平成30年度秋の茶会
10月16日（火） 8：30～13：00
カ❼多賀大社 リ茶券4,000円
ト077-579-2203〔茶道裏千家淡交会滋賀支部 / 東〕
平和堂財団芸術奨励賞受賞者による
「第24回 新進芸術家美術展」
10月20日（土）～10月28日（日） 10：00～20：00
（最終日は17：00まで）
カ❹ビバシティホール リ無料
ト0749-23-4575〔（公財）平和堂財団〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 総合開会式
10月20日（土） 13：00～16：00
カ❶ひこね市文化プラザ リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 郷土芸能部門
10月20日（土） 13：00～16：00
カ❶ひこね市文化プラザ リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 囲碁部門
10月25日（木） 9：30～16：30
10月26日（金） 9：20～14：40
カ❽滋賀県立彦根東高等学校 リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
特別展「長曽祢虎徹－新刀随一の匠－」
10月26日（金）～11月25日（日） 8：30～17：00
カ❸彦根城博物館 リ一般800円、小中学生400円
ト0749-22-6100〔彦根城博物館 / 石田〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 自然科学部門
10月26日（金） 9：30～16：30
カ❾彦根市商工会議所 リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
第52回稲枝総合菊花展
10月28日（日）～11月4日（日） 9：00～17：00
カ10稲枝地区公民館周辺 リ無料
ト0749-43-5204〔稲枝菊友会 / 野々下〕
彦根城表御殿 錦秋狂言の集い
11月18日（日） 13：30～15：30（予定）
カ❸彦根城博物館 リA席3,500円、B席3,000円
ト0749-22-6100〔彦根城博物館 / 石田〕
平成30年度アートコラボレーション事業
わらび座 ミュージカル KINJIRO!
11月23日（金・祝） 14：00～
カ11愛荘町立ハーティーセンター秦荘 
リ前売3,000円、当日3,500円
ト0749-37-4110〔ハーティーセンター秦荘〕
平成30年度 MOA美術館彦根児童作品展
11月24日（土）～11月25日（日） 10：00～17：00
（最終日は15：00まで）
カ12グリーピアひこね（彦根市農村環境改善センター） 
リ無料
ト077-523-1431〔（公財）岡田茂吉美術文化財団 / 中川〕

滋賀大学オーケストラ第35回定期演奏会
11月24日（土） 16：00～18：00
カ❶ひこね市文化プラザ グランドホール 
リ一般500円、高校生以下300円
ト090-1959-1346〔滋賀大学オーケストラ / 津田〕
テーマ展「近代の書聖 日下部鳴鶴－新出資料を中心に－」
11月29日（木）～1月8日（火） 8：30～17：00
※12月25日（火）～31日（月）は休館
カ❸彦根城博物館 リ一般500円、小中学生250円
ト0749-22-6100〔彦根城博物館 / 石田〕
彦根吹奏楽団 第38回定期演奏会
12月2日（日） 14：00～
カ❶ひこね市文化プラザ グランドホール リ無料
ト080-6158-1922〔彦根吹奏楽団 / 吉田〕
平成30年度アートコラボレーション事業
BBBB feat.綾戸智恵コンサート 彦根公演
12月15日（土） 14：00～
カ13みずほ文化センター リ一般3,500円、高校生以下2,500円
ト0749-43-8111〔みずほ文化センター〕

東近江エリア東近江エリア
BIWAKOビエンナーレ2018“きざし～BEYOND”
9月15日（土）～11月11日（日） 10：00～17：00
カ近江八幡旧市街地 
リ大人2,200円、学生1,500円、中学生以下無料
ト0748-36-3766〔NPO法人エナジーフィールド / 宮川〕
第14回東近江市芸術文化祭
9月15日（土）～12月15日（土） 時間未定
カ東近江市内各会場 リ催し毎に異なる
ト0748-24-5672〔東近江市芸術文化祭実行委員会 / 谷〕
追求の先に… 美を拓くものたち展Part6
9月22日（土）～12月16日（日） 9：30～17：00
カ1西堀榮三郎記念探検の殿堂 
リ大人300円、小中学生150円
ト0749-45-0011〔西堀榮三郎記念探検の殿堂〕
第14回混声合唱団サンデーエコー演奏会
9月30日（日） 14：00～16：00
カ2東近江市立八日市文化芸術会館 
リ前売800円、当日1,000円
ト0748-46-5046〔混声合唱団サンデーエコー / 水〕
南京玉すだれ発表会
10月8日（月・祝） 10：00～11：30
カ3竜王ドラゴンハット リ無料
ト090-8146-9818〔滋賀県南京玉すだれ保存会 / 待（まつ）〕
がまの油売り発表会
10月8日（月・祝） 11：00～12：00
カ3竜王ドラゴンハット リ無料
ト090-8146-9818〔伊吹山がまの油口上保存会 / 待（まつ）〕
江州音頭発表会
10月8日（月・祝） 13：00～15：00
カ3竜王ドラゴンハット リ無料
ト090-8146-9818〔大津江州音頭保存会 / 桜川〕
第14回東近江市美術展覧会
10月10日（水）～10月21日（日） 9：00～17：00
（12日、19日は21：00、14日、21日は13：00まで）
カ2東近江市立八日市文化芸術会館 リ無料
ト0748-24-5672〔東近江市美術展覧会実行委員会 / 杉田〕
平成30年度 徳永押し花工房〈秋のアート展〉
10月19日（金）～10月21日（日） 10：00～18：00
（最終日は16：00まで）
カ4東近江市アピア4階 情報プラザ リ無料
ト090-3163-7540〔徳永押し花工房 / 徳永〕



1

8

477

477

477

421

307

栗
東
市

甲賀市

野洲市

湖南市

竜王町

近江八幡市

東近江市

日野町

愛荘町

甲良町 多賀町豊郷町

東近江エリア東近江エリア

琵琶湖

日野水口
グリーンバイパス

草津線

東
海
道
本
線

（
琵
琶
湖
線
）

近
江
鉄
道

東海
道新
幹線

い
し
べ こ

う
せ
い

み
く
も

やす

きぶかわ

ひの

ようかいち

みなくち

おうみはちまん

あづち

のとがわ

えち
がわ

栗東I.C.

竜王I.C.

蒲生
スマート

I.C.

湖東三山
スマートI.C.

八日市
I.C.

1

4777

4777

栗
東
市

甲賀市

野洲市

湖南市

愛荘町

甲良町 多賀町豊郷町

草津線

い
し
べ こ

う
せ
い

み
く
も線

やす

きぶかわ

みなくち

えち
がわ

栗東I.C.

湖東三山
スマートI.C.

名神高
速道路

しのはら
22

1144

2020

77

6655

8899

1414

1212

1010

1515

1616

1818
2121

2222

33

1717

1313

1919

1111

カ会場  リ料金  トお問い合せ先

■美術  ■音楽  ■演劇  ■洋舞  ■文芸  ■伝統芸能  ■伝統文化  ■メディア芸術  ■文化一般

平成30年度 MOA美術館近江八幡児童作品展
11月24日（土）～11月25日（日） 10：00～17：00
（最終日は15：00まで）
カ7近江八幡市文化会館 2F展示ホール リ無料
ト077-523-1431〔（公財）岡田茂吉美術文化財団 / 中川〕
第28回日本舞踊内田流「秋の舞踊」
11月25日（日） 12：00～16：00
カ2東近江市立八日市文化芸術会館 リ無料
ト0748-22-0304〔内田流 るり雅会 / 内田〕
歓喜の歌声「第九in東近江」2018
12月2日（日） 14：30～16：30
カ2東近江市立八日市文化芸術会館 
リ2,500円（全席自由席）
ト090-8752-2252〔市民手作り「東近江第九」実行委員会 / 深川〕
音の星☆パイプオルガンコンサート第8回公演
『サンタさんの葉っぱ』
12月2日（日） 15：00～16：30
カ10文芸セミナリヨ リ無料
ト080-3131-7221〔音の星☆〕
第13回東近江市文化団体連合会「文化展」
12月4日（火）～12月9日（日） 10：00～16：00
（初日は13：00から、最終日は15：00まで）
カ2東近江市立八日市文化芸術会館 リ無料
ト0748-24-5672〔東近江市文化団体連合会 / 中嶋〕
第22回わたむき合唱祭
12月9日（日） 13：00～16：00
カ20わたむきホール虹 リ500円（全席自由）
ト0748-53-3233〔日野町文化振興事業団 / 辻井〕
第63回近江八幡市美術展覧会
12月12日（水）～12月16日（日） 9：00～17：00
（14日は20：00、最終日は16：00まで）
カ7近江八幡市文化会館 リ無料
ト0748-36-5529〔近江八幡市美術展覧会 / 片山〕

南部エリア南部エリア
平成30年度滋賀県アートコラボレーション事業
ノージーのひらめき工房SHOW !
9月2日（日） ①11：00～②14：00～
カ❶草津クレアホール リ2,000円
ト077-561-6100（草津アートセンター）
第42期［秋期］KEIBUN文化講座
9月3日（月）～12月10日（月） 10：30～16：00
カ　大津会場：旧大津公会堂
　❷草津会場：しがぎん草津ビル
　　長浜会場：長浜市曳山博物館 
リ全6回10,800円
ト077-526-0011〔（株）しがぎん経済文化センター〕
第38回滋賀県書展
9月7日（金）～9月17日（月・祝） 10：00～18：00
カ❸イオンホール リ無料
ト077-554-0836〔（公社）滋賀県書道協会 鎭目〕
第15回野洲市美術展覧会
9月9日（日）～9月15日（土） 10：00～16：00
（初日のみ13：00～17：00）
カ❹野洲文化小劇場 リ無料
ト077-587-6053〔野洲市美術展覧会事務局〕
守山音楽連盟 第8回オペラ公演
モーツァルト作曲 歌劇「フィガロの結婚」全4幕 
原語上演（字幕付き、一部カット有）
9月15日（土）～9月16日（日） 14：00～17：00
カ❺守山市民ホール 小ホール 
リ3,000円（当日500円増）
ト077-521-5871〔守山音楽連盟〕
がまの油売り発表会
9月16日（日） 10：00～11：30
カ❻草津市馬場町会館 リ無料
ト090-8146-9818〔伊吹山がまの油口上保存会 / 待（まつ）〕
西村裕美子×中井知子 Joint Recital
9月17日（月・祝） 14：00～16：00
カ❼栗東芸術文化会館さきら 小ホール 
リ一般3,500円、学生2,000円、ペアチケット6,000円（前売りのみ）
ト077-546-1006〔オフィス・アイスフォーゲル〕
第56回滋賀県吹奏楽祭大学職場一般の部
ブラスフェスティバル2018
9月23日（日・祝） 10：30～18：45
カ❼栗東芸術文化会館さきら リ700円
ト090-8939-5963〔滋賀県吹奏楽連盟 / 脇野〕
第49回守山市美術展覧会
9月29日（土）～10月7日（日） 9：00～17：00
カ❺守山市民ホール リ無料
ト077-582-1169〔守山市美術展覧会 / 深田〕
第57回草津市民文化祭
9月29日（土）～9月30日（月） 9：30～17：00
カ❶草津クレアホール リ無料
ト077-564-5815〔草津クレアホール / 澤〕

第14回東近江市芸術文化祭「こどもフェスティバル」
10月20日（土） 13：00～15：30
カ2東近江市立八日市文化芸術会館 リ無料
ト0748-24-5672〔東近江市芸術文化祭実行委員会〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 新聞部門
10月25日（木） 9：00～16：00
カ5滋賀県立男女共同参画センター リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
2018年特別企画東北の凧シリーズⅠ青森・岩手・宮城
10月25日（木）～11月26日（月） 9：00～17：00
カ6世界凧博物館東近江大凧会館 
リ一般300円、小中学生150円
ト0748-23-0081〔世界凧博物館東近江大凧会館 / 鳥居〕
第104回八美会展
10月26日（金）11：00～17：00
10月27日（土）9：00～17：00
10月28日（日）9：00～16：00
カ7近江八幡市文化会館 リ無料
ト0748-37-7848〔八美会 / 肥後〕
平成30年度 MOA美術館東近江児童作品展
10月27日（土）～10月28日（日） 13：00～17：00
（最終日は10：00～15：00）
カ2東近江市立八日市文化芸術会館 リ無料
ト077-523-1431〔（公財）岡田茂吉美術文化財団 / 中川〕
平成30年度蒲生地区文化祭
11月2日（金）～11月4日（日） 9：00～19：00
カ8東近江市あかね文化ホール
　8東近江市立蒲生コミュニティセンター リ無料
ト0748-55-0207〔蒲生地区文化祭実行委員会 / 廣田〕
第4回竜王町文化きらめきフェア
11月2日（金）～11月4日（日） 時間未定
カ9竜王町公民館 リ無料
ト0748-58-1005〔竜王町公民館 / 竹山〕
第52回安土町地域自治区文化祭
11月3日（土・祝）～11月4日（日） 9：30～17：00
（最終日は15：00まで）
カ10安土文芸セミナリヨ
　11あづちマリエート リ無料
ト0748-46-2346〔安土地区まちづくり協議会 / 水原〕
平成30年度南比都佐地区文化祭・菊花展
11月3日（土・祝）～11月4日（日） 9：00～15：00
カ12日野町立南比都佐公民館 リ無料
ト0748-52-1220〔日野町立南比都佐公民館 / 井上〕
平成30年度西桜谷地区文化祭
11月3日（土・祝）～11月4日（日） 9：00～16：00
（最終日は14：30まで）
カ13日野町立西桜谷公民館 リ無料
ト0748-53-0007〔日野町立西桜谷公民館 / 林〕

平成30年度西大路地区文化祭
11月3日（土・祝）～11月4日（日） 9：00～17：00
（最終日は16：00まで）
カ14日野町立西大路公民館 リ無料
ト0748-52-1050〔日野町立西大路公民館 / 長田〕
平成30年度東桜谷地区文化祭
11月3日（土・祝）～11月4日（日） 9：00～17：00
カ15日野町立東桜谷公民館 リ無料
ト0748-52-3092〔日野町立東桜谷公民館 / 北浦〕
平成30年度鎌掛地区文化祭
11月3日（土・祝）～11月4日（日） 9：00～21：00
（最終日は15：00まで）
カ16日野町立鎌掛公民館 リ無料
ト0748-52-1210〔日野町立鎌掛公民館 / 山下〕
平成30年度必佐地区文化祭
11月3日（土・祝）～11月4日（日） 10：00～17：00
（最終日は15：00まで）
カ17日野町立必佐公民館 リ無料
ト0748-52-3091〔日野町立必佐公民館 / 高木〕
平成30年度日野地区文化祭
11月3日（土・祝）～11月4日（日） 10：00～20：30
（最終日は15：00まで）
カ18日野町立日野公民館 リ無料
ト0748-52-0016〔日野町立日野公民館 / 藤澤〕
第50回八日市フォトクラブ写真展
11月7日（水）～11月11日（日） 10：00～18：00
（最終日は17：00まで）
カ19東近江市立八日市図書館 2F集会室 リ無料
ト0748-22-5770〔八日市フォトクラブ / 大谷〕
平成30年度日野町文化祭
11月10日（土）～11月18日（日） 9：00～17：00
（最終日は16：00まで）
カ20わたむきホール虹、21日野町立図書館 リ無料
ト0748-53-3233〔日野町文化振興事業団 / 野崎〕
ガリ版伝承館企画展2018
11月17日（土）～12月2日（日） 10：00～16：30
カ22東近江市ガリ版伝承館 リ無料
ト0748-55-0207〔東近江市立蒲生コミュニティセンター / 田中〕
第26回東近江合唱祭
11月18日（日） 13：30～16：30
カ8東近江市立あかね文化ホール 
リ前売800円、当日1,000円
ト0748-27-1878〔東近江合唱連盟 / 久田〕
第14回東近江市芸術文化祭
「芸能フェスティバル」
11月23日（金・祝） 10：00～16：00
カ2東近江市立八日市文化芸術会館 リ無料
ト0748-24-5672〔東近江市芸術文化祭実行委員会〕
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第56回草津市美術展覧会
10月6日（土）～10月14日（日） 9：00～16：30
（最終日は16：00まで）
カ❽草津市役所 2階特大会議室 リ無料
ト077-561-2428〔草津市美術展覧会実行委員会 / 永井〕
関西フィルハーモニー管弦楽団リラックスコンサート in 野洲
10月7日（日） 15：00～17：00
カ❾野洲文化ホール 
リSS席4,500円、一般4,000円､親子席（1席あたり）1,500円
ト077-587-1950〔野洲文化ホール〕
第39回滉陽書道展
10月12日（金）～10月14日（日） 9：30～17：00
（最終日は15：00まで）
カ❶草津クレアホール 展示ホール リ無料
ト077-525-3312〔書道研究 滉陽会 / 安居〕
湖南ギターアンサンブル第23回さざなみコンサート
10月14日（日） 14：00～16：00
カ❼栗東芸術文化会館さきら リ無料
ト077-552-9228〔湖南ギターアンサンブル / 鍋谷〕
野洲文化芸術祭2018
10月19日（金）～11月4日（日） 10：00～16：00
（開催時間は部門毎に異なる）
カ❾野洲文化ホール、❹野洲文化小劇場
　10野洲市コミュニティセンターしのはら 
リ無料（茶会除く）
ト077-587-6053〔野洲文化芸術祭実行委員会〕
草津市立草津宿街道交流館
2018秋期テーマ展「草津宿珍客往来」展
10月20日（土）～11月25日（日） 9：00～17：00
カ11草津市立草津宿街道交流館 
リ大人200円、高校・大学150円、小中学生100円
ト077-567-0030〔草津宿街道交流館 / 岡田〕
美の糸口 アートにどぼん！2018
10月20日（土） 10：00～16：00
カ12草津宿本陣周辺 リ無料（一部有料）
ト077-523-7146〔（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部〕
アートフェスタくさつ2018
10月20日（土） 10：00～16：00
カ❽草津市役所、アクアプラザ、13草津アミカホール、
　14込田公園、15草津川跡地公園 
リ無料
ト077-561-2428〔アートフェスタくさつ実行委員会事務局 / 永井〕
草津チェンバーオーケストラ第25回定期演奏会
－第2期ベートーヴェン・ツィクルスⅢ－
10月21日（日） 14：00～16：15
カ❶草津クレアホール 
リ一般900円、学生400円（当日100円増）、小学生以下無料
ト090-1966-8623〔草津チェンバーオーケストラ〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 将棋部門
10月25日（木）～10月26日（金） 9：00～16：00
カ16滋賀県立湖南農業高等学校 リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 写真部門
10月25日（木） 9：00～17：00
10月26日（金） 9：00～11：30
カ❶草津クレアホール リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 器楽・管弦楽部門
10月25日（木）～10月26日（金） 10：00～15：00
カ❺守山市民ホール リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 合唱部門
10月25日（木） 11：30～17：00
カ13草津アミカホール リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 吹奏楽部門
10月25日（木） 13：00～16：30
10月26日（金） 13：00～10：00
カ❺守山市民ホール リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 文芸部門
10月26日（金） 9：00～13：00
カ17立命館守山中学高等学校 リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
第63回宗鑑忌俳句大会
10月26日（金） 10：30～16：00
カ❽草津市役所 8階大会議室 リ500円
ト077-561-2428〔草津俳句連盟 / 奥村〕
第39回滋賀県高等学校総合文化祭 日本音楽部門
10月26日（金） 11：00～15：00
カ❼栗東芸術文化会館さきら リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕

第39回滋賀県高等学校総合文化祭 合唱部門
10月26日（金） 12：30～16：30
カ❾野洲文化ホール リ無料
ト0749-28-2231〔滋賀県高等学校文化連盟 / 田中〕
第18回三村奈緒子キッズダンス発表会
10月27日（土） 18：00～20：30
カ❶草津クレアホール リ無料
ト090-5124-9506〔NDSS / 三村〕
平和堂財団芸術奨励賞受賞者による
「第24回 新進芸術家美術展」
10月30日（火）～11月4日（日） 9：00～17：00
カ❶草津クレアホール 展示ホール リ無料
ト0749-23-4575〔（公財）平和堂財団〕
第42回栗東市美術展
10月31日（水）～11月4日（日） 10：00～17：00
（11月2日（金）は19：00まで）
カ❼栗東芸術文化会館さきら リ無料
ト077-551-0318〔スポーツ文化振興課〕
0才から100才までのコンサート・深沢亮子ピアノコンサート
10月31日（水） 14：00～15：00
カ❺守山市民ホール 小ホール リ無料（要整理券）
ト090-8985-2299〔0才から100才までのコンサート / 笠原〕
江州音頭発表会
11月4日（日） 18：30～19：30
カ❻草津市馬場町会館 リ無料
ト090-8146-9818〔大津江州音頭保存会 / 桜川〕
平成30年度 MOA美術館草津児童作品展
11月9日（金）～11月11日（日） 10：00～17：00
（最終日は15：00まで）
カ18草津市図書館 リ無料
ト077-523-1431〔（公財）岡田茂吉美術文化財団 / 中川〕
さきらジュニアオーケストラ第9回定期演奏会
11月23日（金・祝） 15：00～
カ❼栗東芸術文化会館さきら 大ホール 
リ大人1,000円、高校生以下500円
ト077-551-1455〔栗東芸術文化会館さきら〕
第48回滋賀県ジュニアミュージックフェスティバル
11月24日（土） 10：00～16：00
カ❾野洲文化ホール リ無料
ト077-545-4010〔滋賀県器楽バンド連盟 / 八田〕
平成30年度 MOA美術館野洲児童作品展
11月24日（土）～11月29日（木） 10：00～17：00
カ19野洲図書館ギャラリー リ無料
ト077-523-1431〔（公財）岡田茂吉美術文化財団 / 中川〕
第50回滋賀県工芸美術協会展
11月27日（火）～12月2日（日） 9：30～17：00
カ❶草津クレアホール リ無料
ト077-564-1074〔滋賀県工芸美術協会 / 三原〕

平成30年度 文化プログラムフェスティバル事業

びわ湖☆アートフェスティバル
2018

お問い合わせ

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、これ
からの滋賀の文化を担う若手芸術家のレベルアップ
を図り、滋賀の特色ある文化を発信する事業とし
て、「文化プログラムフェスティバル事業  びわ湖☆
アートフェスティバル2018」を開催します。

●「BAFジュニア・ストリングス・
　クリスマスコンサート with バレエ」
大ホール
出　演：BAFジュニアオーケストラ（大津ジュニ

アオーケストラ、彦根JOYジュニアオー
ケストラ、さきらジュニアオーケストラ）

指　揮：未定
バレエ：滋賀洋舞協会

●平成29年度滋賀県文化賞受賞記念
　「びわ湖ホール声楽アンサンブル・コンサート」
中ホール

●平成29年度滋賀県次世代文化賞受賞記念
　「リード希亜奈ピアノ・リサイタル」
小ホール
※メインロビーでは、アートフリーマーケット、ロビーコン
サート、アカペラ・ライブ、近代美術館学芸員によ
るワークショップ等も行います。
※料金、時間等はお問い合わせください。

（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部
TEL077-523-7146  FAX077-523-7147

開催日：平成30年12月22日（土）
会　場：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 全館

主催：滋賀県、公益財団法人びわ湖芸術文化財団、
　　　文化プログラムフェスティバル事業実行委員会
共催：株式会社しがぎん経済文化センター

平成30年度アートコラボレーション事業
おうみ狂言図鑑
12月8日（土） 14：00～17：00
カ❶草津クレアホール 
リ一般2,000円、25歳以下1,000円
ト077-564-5815〔草津クレアホール〕


