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県域・広域 オープニングイベント
比叡山延暦寺
東塔

10月7日（土） 14時30分～16時30分
開幕事業として、本観光キャンペーンを盛り上げる取組として展開し、県
内外に広く発信・周知して、キャンペーンへの来訪に繋げるとともに、日
本遺産ストーリーとその魅力を紹介。

無料

日本遺産「水の文化」ツーリズム推進
協議会
（事務局：びわこビジターズビュー
ロー内）
　・TEL：077-511-1530
　・メール：jhshiga@biwako-
visitors.jp

県域・広域 クロージングセレモニー 調整中 3月下旬
閉幕式典。地域観光の取組を継続・継承し、翌年度の大型観光キャンペー
ンに繋ぐプロローグ的位置づけとして実施。

日本遺産「水の文化」ツーリズム推進
協議会
（事務局：びわこビジターズビュー
ロー内）
　・TEL：077-511-1530
　・メール：jhshiga@biwako-
visitors.jp

県域・広域 びわ湖灯り絵巻
大津、彦根、長浜、
草津、近江八幡、高島、
東近江、甲賀

2月中旬
各市町、観光協会等と連携して、希望や願いをメッセージ記入できる「び
わ湖灯り」を会場で灯してもらう参加型イベントを開催する。

無料

びわこビジターズビューロー
　・TEL：077-511-1530
　・メール：kokunai@biwako-
visitors.jp

県域・広域

魅力いっぱいの南びわ湖エリアで
キーワードを探してプレゼントを当
てよう！！
『滋賀旅プレゼントキャンペーン』

大津市、草津市、栗東市、
守山市、野洲市、湖南市、
甲賀市

12月～3月

南びわ湖エリアをご紹介する「滋賀旅」プレゼントキャンペーンを実施し
ます！高速道路を利用して魅力たっぷりの南びわ湖エリアを満喫し、キー
ワードを集めてプレゼントキャンペーンに応募して、南びわ湖エリアの特
産品を当てよう！

野洲市商工観光課
　・TEL：077-587-6008

大津市 比叡山坂本　秋のライトアップ
日吉大社
西教寺など

11月11日～26日 17時～20時30分

日本遺産の構成文化財であり、関西屈指の紅葉の名所「日吉大社」や「西
教寺」をなどの坂本エリアで、ライトアップが実施されます。紅葉の美し
さと国宝・重要文化財の歴史的建造物の重厚さが合わさり、日中とは違っ
た幻想的なひとときをお楽しみいただけます。

公益社団法人びわ湖大津観光協会
　・TEL：077-528-2772
　・メール：info@otsu.or.jp

大津市 三井寺　秋のライトアップ 園城寺（三井寺） 11月17日～26日 17時～21時
三井寺境内参道沿いに約３００灯の灯具を設置し、もみじのライトアップ
と国宝・指定文化財など堂社の公開・夜間拝観が実施されます。

入山料　大人600円
　　　中高生300円
　　　小学生200円
（団体割引30名以上）

園城寺（三井寺）
　・TEL：077-522-2238

滋賀びわ湖のひな人形めぐり実行委員
会
（事務局：東近江市観光協会内）
　・TEL：0748-48-2100

県域・広域 滋賀びわ湖のひな人形めぐり
大津、彦根、長浜、近江八
幡、草津、東近江、竜王、
日野、愛荘

1月～4月
（施設により異な
ります。）

各施設によって異なりま
す。

早春の近江路の新たな魅力「滋賀びわ湖のひな人形めぐり」。近江・滋賀
の９つの市町で、地域色に富んだ「ひなめぐり」を展開します。大名の雛
人形や、その土地ならではの地域色輝く雛人形は、近江の深い歴史と文
化、子の健やかな成長を願う思いを伝えます。

《長浜市》
・黒壁ガラスのひなまつり（長浜スクエア）1月1日～3月3日
・長浜お雛さまめぐり（長浜市中心市街地）2月10日～3月10日
・長浜ゆかりの雛人形展（長浜城歴史博物館）3月3日～4月15日
《彦根市》
・特別公開　雛と雛道具（彦根城博物館）2月9日～3月6日
《近江八幡市》
・近江八幡節句人形めぐり（近江八幡市立資料館、旧伴家住宅　他）
　2月1日～3月6日
《東近江市》
・商家に伝わるひな人形めぐり（近江商人屋敷、近江商人博物館）
　2月1日～3月21日
《草津市》
・街道ひなめぐり（史跡草津宿本陣、草津夢本陣、街道周辺店舗）
　2月上旬～3月上旬
《大津市》
・叶匠寿庵寿長生の郷雛人形展（叶匠寿庵寿長生の郷）
　2月中旬～3月中旬
・坂本ひな人形展（西教寺、旧竹林院、公人屋敷）2月15日～3月3日
《愛荘町》
・MADE in 愛荘　雅な手づくり体験（近江上布伝統産業会館ほか）
　2月上旬～3月上旬
・愛荘のひな人形めぐり（西澤眞藏記念館ほか）1月～3月
《日野町》
・日野ひなまつり紀行（近江日野商人館　ほか）　2月11日～3月11日
《竜王町》
・竜王のひなまつり（道の駅竜王かがみの里　ほか）2月上旬～3月上旬
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大津市 石山寺　秋月祭 石山寺 10月4日、5日
18時～21時（最終入山20時
30分）

月明かりとともに、約2,000個の灯火が幻想的で幽玄な世界を醸し出しま
す。
紫式部が参籠し、湖面に映える十五夜の月を眺め、『源氏物語』の構想を
練ったと伝わる石山寺。近江八景のひとつ「石山の秋月」で知られている
ことから、中秋の名月と深い関わりがあります。そのことにちなみ、毎年
中秋の名月の日に開催します。期間中は、境内がグラスキャンドルや行燈
でライトアップされ幽玄な世界が広がります。また本堂では源氏物語に関
連した催しを行います。

夜間入山料600円
石山寺
　・TEL：077-537-0013

大津市 石山寺　あたら夜もみじ 石山寺 11月11日～26日 17時30分～21時
石山寺のもみじライトアップ。「あたら夜もみじ」と題し、境内2000本以
上の紅葉と本堂、多宝塔などの建造物を美しくアーティスティックにライ
トアップされます。

夜間入山料600円
石山寺
　・TEL：077-537-0013

大津市 びわ湖開き 大津港一帯、びわ湖大津館 3月10日

湖国滋賀に春の到来と湖上観光の幕開けを告げ、びわ湖に訪れる観光客の
安全を祈念するとともに水の恵みに感謝し、びわ湖の環境保全を呼びかけ
る関西を代表する春の風物詩です。
遊覧船「ミシガン」などの船舶による湖上パレードが行われ、ＮＨＫドラ
マ出演者が務める一日船長が、春の扉を開くといわれる“黄金の鍵”をび
わ湖に投げいれます。

公益社団法人びわ湖大津観光協会
　・TEL：077-528-2772
　・メール：info@otsu.or.jp

彦根市 観月の夕べ 玄宮園
9月30日～10月22
日の土日祝 9日間

18時30分～21時（入場は、
20時30分まで）

旧彦根藩主「井伊家」の大名庭園「玄宮園」は、江戸の文化の贅を尽くし
た池泉回遊式の庭園です。この玄宮園から眺める国宝天守と名月は、格別
の美しさを誇ります。 中秋の一夜、ライトアップされた玄宮園で、大名
庭園での一夜をお楽しみ下さい。都会では感じることができない、ゆった
りとした時の流れや虫の音が味わえます。

入園料700円
公益社団法人彦根観光協会
　・TEL:0749-23-0001
　・メール：info@hikoneshi.com

彦根市 錦秋の玄宮園　ライトアップ 玄宮園
11月18日(土)～
12月3日(日)

18時～21時（入場は、20時
30分まで）

旧彦根藩主「井伊家」の大名庭園「玄宮園」は、江戸文化の贅を尽くした
池泉回遊式の庭園。木々が赤や黄の化粧をし、その姿を水面に映す姿には
真に息をのみ、引きずり込まれる様な美しさを見せます。紅葉の季節なら
ではのライトアップで、名園玄宮園を心ゆくまでお楽しみいただけます。

入園料700円
公益社団法人彦根観光協会
　・TEL:0749-23-0001
　・メール：info@hikoneshi.com

彦根市 国宝・彦根城築城４１０年祭 彦根城 ～12月10日

《国宝・彦根城築城410年祭主催事業》
プレイバック 城下町彦根シアター「国宝・彦根城 partⅠ城づくり・part
Ⅱ町づくり」
・戦国時代に終止符を打つべく築城された彦根城。今回、最新のデジタル
技術を使ったバーチャルリアリティー映像とわかりやすいストーリーで、
彦根城築城の歴史的意義や役割について解説。

「おんな城主 直虎」スペシャル企画　大河ドラマに見る井伊家－「花の
生涯」から「おんな城主 直虎」まで－
・NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」に登場する衣装や小道具を特別企画
展示として紹介。また、直虎が命を懸けて守り抜き、彦根藩祖となった井
伊直政など、「彦根藩井伊家」に関する展示を行います。

国宝・彦根城築城410年
祭開催期間中の観覧料
彦根城（玄宮園、開国
記念館含む）
一般1000円、小中学生
300円
彦根城・彦根城博物館
（玄宮園、開国記念館
含む）の共通入場券
一般1500円、小中学生
550円

国宝・彦根城築城410年祭推進委員会事
務局
　・TEL：0749-30-6143

彦根市
国宝・彦根城築城４１０年祭記念狂
言会　アイルランドとおんなの世界

彦根城博物館 10月7日

第1部：会場12時30分
　　　 開演13時
第2部：会場15時30分
 　　　開演16時

《国宝・彦根城築城410年祭主催事業》
彦根藩井伊家にゆかりの深い茂山家による狂言講演の開催。
○第1部　愛蘭土と狂言の出会い　W.B.イェイツと小泉八雲
○第2部　女が主

第1部　正面席4,000円
　　　 脇席3,500円
第2部　正面席4,000円
　　　 脇席3,500円

国宝・彦根城築城410年祭推進委員会事
務局
　・TEL：0749-30-6143

彦根市 特別展　戦国！井伊直虎から直政へ 彦根城博物館
10月21日～11月28
日

8時30分～17時まで（入館
は、16時30分まで）

2017年NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」特別展
戦国時代、井伊直虎の波乱に満ちた生涯と、直虎に養育され、徳川家康の
家臣として活躍した井伊直政の、彦根藩井伊家創設に到る道程を紹介しま
す。

公益社団法人彦根観光協会
　・TEL:0749-23-0001
　・メール：info@hikoneshi.com

長浜市 かわらけ投げ世界選手権 竹生島 秋
竹生島で一番の絶景である竜神拝所から願いを書いた「かわらけ」を鳥居
に投げて、連続して一番多く通った方を世界チャンピオンとして認定する
イベント。

公益社団法人長浜観光協会
　・TEL：0749-65-6521

長浜市 長浜盆梅展 慶雲館 1月10日～3月11日
9時～17時（入館は16時30
分まで）

盆梅とは鉢植えの梅、つまり梅の盆栽のこと。３００鉢の中から開花時期
に応じ、常時約９０鉢を純和風の座敷にずらりと展示します。歴史・規模
ともに「日本一の盆梅展」、関西の新春の風物詩として親しまれていま
す。

観覧料：大人500円、小
中学生200円

公益社団法人長浜観光協会
　・TEL：0749-65-6521

近江八幡市 八幡堀まつり 八幡堀 10月7日・8日 18時～21時
観光施設や通常非公開の町屋等の公開、特別展示やコンサートなどの企画
展。また、八幡堀には約3500程度の灯りを灯し、情緒ある雰囲気を醸し出
します。

一般社団法人近江八幡観光物産協会
　・TEL：0748-32-7003
　・メール：omi8@sweet.ocn.ne.jp

近江八幡市 左義長まつり 日牟禮八幡宮 3月17日・18日

3月17日
　13時～17時30分
3月18日
　10時30分～22時40分

日牟禮八幡宮（ひむれはちまんぐう）で行われる火祭です。豊臣秀次が八
幡山城を築いて城下町を開いた後に、氏神八幡宮の祭礼として定着したと
いわれます。

一般社団法人近江八幡観光物産協会
　・TEL：0748-32-7003
　・メール：omi8@sweet.ocn.ne.jp

高島市
琵琶湖周航の歌誕生100周年記念展示
「琵琶湖周航の歌の誕生と高島の日
本遺産」

今津東コミュニティセン
ター

10月1日～10月15
日

琵琶湖周航の歌誕生100周年を記念して、琵琶湖周航の歌の誕生に関わる
資料や100年前の高島市の様子を紹介。同時に、琵琶湖と関わりの深い日
本遺産の構成文化財を紹介します。

公益社団法人びわ湖高島観光協会
　・TEL：0740-33-7101
　・メール：biwako@takashima-
kanko.jp
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高島市 Blue Green オータムイベント2017 高島市内全域 10月7日～29日

今年は、『アウトドアを高島で』をキャッチフレーズに、高島市の心地よ
いアウトドア空間を体感する「Blue Greenキャンペーン2017」を展開中。
秋は、キャンペーンの第二弾としてオータムイベントを開催。高島の秋を
お楽しみいただける様々なツアーやイベントを企画。プロカメラマンと秋
の高島を巡るフォトツアーや、秋の味覚・富有柿を堪能できるツアー、原
木しいたけ栽培体験やヨーガ体験、初心者向けの親子ハイキング（人気の
朽木・小入谷コース）等々、高島の豊かな森里湖のアウトドアフィールド
を活かした様々なプランで皆さまをお迎えいたします。ぜひ、秋の高島を
満喫してください。

公益社団法人びわ湖高島観光協会
　・TEL：0740-33-7101
　・メール：biwako@takashima-
kanko.jp

高島市 2017高島ロングライド100
高島市内全域
（スタート／フィニッ
シュ：今津総合運動公園）

10月22日 8時～16時

高島で緑の大地を走り、川のせせらぎを聞きながら、季節の食を楽しみ、
びわ湖を眺めて走る100キロのツーリング。高島をぐるっと一周し、休憩
エリアでは地域の食文化を感じることの出来るおもてなし、メイン会場で
は特産品の物産展など企画。全国から多数のご参加をお待ちしています。
・定員：1,000名
・申込期間：2017年5月10日～9月22日（定員になり次第受付終了）
・参加資格：小学4年生以上の健康な男女で制限時間内で完走できる走力
を有する方

参加料
一般男女コース：8,000
円
小・中・高校生コー
ス：6,000円

2017高島ロングライド100実行委員会
　・TEL：0740-25-4207

高島市
第４回FAIRY TRAILびわ湖高島トレイ
ルランニングinくつき

グリーンパーク想い出の森
ほか

10月29日 4時45分～17時

北西部に位置する高島市の朽木地域。琵琶湖の西側で水をたっぷりと含ん
だ森、それは幻想的な雰囲気で私たちを出迎えてくれます。
・コース
　スーパーロングコース（約60km、定員400名）
　ロングコース（約40km、定員400名）
　ショートコース（約18km、定員200名）
※2017.6/16エントリー開始（定員になり次第締切）

・スーパーロングコー
ス
　料金17,000円
・ロングコース
　料金12,000円
・ショートコース
　料金8,000円

高島くつきトレイルランレース実行委
員会事務局（ＪＴＢ西日本大津支店
内）
　・TEL：077-522-4103

高島市 くつき鯖街道　鯖美庵まつり 道の駅くつき新本陣 11月4日（予定）

戦国～江戸時代にかけて、若挟から延々十八里の街道を通って京の都まで
鯖が運ばれました。鯖街道の名はこれに由来します。街道の宿場町として
栄えた朽木市場は、街道を行き交った歴史・文化が今なお残るエリア。鯖
美庵まつりでは旬の産品をはじめ、鯖街道の特産品が勢揃い、様々な催し
も企画されています。

くつき・群・人ネットワーク（高島市
役所朽木支所）
　・TEL：0740-38-2331

高島市 たかしま産業フェア＆そばフェスタ 今津総合運動公園 11月23日

高島市の豊かな自然に恵まれた農林水産品や発酵食品をはじめとする伝統
食品・加工品などの販売や地場産業の紹介・展示、活動PR、体験コー
ナー、ステージイベントなど多彩な催しです。旬の味覚である新米・箱館
そば新そば・富有柿・新鮮野菜など、高島市の秋の味覚が一堂に会しま
す。（10:00～15:00、入場無料）

高島市商工会
　・TEL：0740-32-1580

高島市 メタセコイア並木紅葉まつり マキノピックランド
11月25日～12月3
日

新・日本街路樹百景にも選定されているメタセコイア並木。約2.4kmにわ
たり約500本のメタセコイアが立ち並ぶ景色は絶景で、春夏秋冬訪れる
人々を魅了します。紅葉は遅めの11月下旬から12月上旬にかけてが見頃と
なり、毎年多くの観光客で賑わいます。並木に隣接するマキノピックラン
ドでは、紅葉シーズンに特産品販売やミニコンサート等の催しを企画して
います。

公益社団法人びわ湖高島観光協会
　・TEL：0740-33-7101
　・メール：biwako@takashima-
kanko.jp

高島市
日本遺産・白鬚神社　湖中の大鳥居
ライトアップ

白鬚神社 12月31日～1月5日
12月31日（夜明けまで）
1月1日～5日（日没から21
時頃まで）

琵琶湖に浮かぶ大鳥居が有名な近江最古の大社。延命長寿の神様が祀ら
れ、参拝客も多い滋賀の絶景パワースポットです。世界遺産・厳島神社を
彷彿とさせる光景から‶近江の厳島"と呼ばれ親しまれています。特に、年
末年始は湖中の大鳥居のライトアップとあわせて初日の出を拝もうと多く
の観光客が集まります。

白鬚神社
　・TEL：0740-36-1555

高島市
たかしまマキノウインターフェス
ティバル

マキノ高原マキノスキー場 1月27日（予定）

マキノピックランド直送ジェラート早食い競争、ビンゴ大会、大人気の雪
上バナナボート周遊などイベント盛りだくさんの冬の祭典です。

四季遊園マキノ交流促進協議会事務局
マキノツーリズムオフィス
　・TEL：0740-28-8002

東近江市 奥永源寺「匠のまつり」
木地師資料館前
※東近江市蛭谷町
　筒井神社周辺

10月20日～23日 10時～16時

木地師のふるさと奥永源寺は、この時期紅葉で美しく色づき始める。ろく
ろ技術に代表される「ものづくりの聖地」でもある奥永源寺で、「匠」の
技巧を持つ職人約２０人が集い、作品の展示販売やものづくり体験、お食
事等をお楽しみいただける。

無料
一般社団法人東近江市観光協会
　・TEL：0748-48-2100
　・メール：info@higashiomi.net

東近江市 商家に伝わるひな人形めぐり

近江商人屋敷
　・中江準五郎邸
　・外村繁邸
　・外村宇兵衛邸
　・藤井彦四郎邸
金堂まちなみ保存交流館、
近江商人博物館、観峰館、
八年庵、
café&gallery Hakmokren

2月1日～3月21日 9時30分～16時30分

近江商人発祥の地として知られる東近江市五個荘地区では重要伝統的建造
物群保存地区の町並みを活かし、近江商人の本宅で大切に受け継がれてき
た歴史ある雛人形や地元人形師による創作雛人形など合計約110組をご覧
いただけます。
《会場》
近江商人屋敷：中江準五郎邸、外村繁邸、外村宇兵衛邸、藤井彦四郎邸
金堂まちなみ保存交流館、近江商人博物館、観峰館、八年庵、café
&gallery Hakmokren

三館共通券600円
（中江準五郎邸、外村
繁邸、外村宇兵衛邸）

一般社団法人東近江市観光協会
　・TEL：0748-48-2100
　・メール：info@higashiomi.net

東近江市 大本山永源寺のライトアップ 大本山永源寺 11月4日～26日 17時～20時30分
日本遺産の構成文化財であり、関西屈指の紅葉名所「永源寺」でライト
アップが実施されます。日中の鮮やかな光景とはうって変わった幽玄な雰
囲気で幻想的な風情が楽しめます。

入山には、志納料500円
が必要です。

一般社団法人東近江市観光協会
　・TEL：0748-48-2100
　・メール：info@higashiomi.net
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米原市 朝日豊年太鼓踊 八幡神社（米原市朝日） 10月1日
五穀豊穣を祈願して神社に奉納する太鼓や鉦を打ち鳴らして踊る祭事。お
よそ1300年前、大原郷を開拓した際に始まったとされる雨乞い踊りで国の
無形民俗文化財に指定されています。

米原観光協会
　・TEL：0749-58-2227

米原市 紅葉ます祭 醒井養鱒場 11月12日 10時～15時
名勝・醒井峡谷の紅葉を見ながら、びわ湖の宝石”ビワマス”等の試食・
販売やステージイベント、スタンプラリーなど、見て楽しい・食べておい
しい恒例のイベントです。

大人500円、高大学生
300円、中学生以下無料

※滋賀県在住の方は当
日無料

滋賀県醒井養鱒場
　・0749-54-2715

米原市 三成道 観音寺
7月22日～10月29
日

映画「関ヶ原」公開に連動して、石田三成ゆかりの地「観音寺」にて、企
画展やトークイベント、カフェやマルシェを開催します。企画展の入場は
無料。観音寺本堂の拝観は300円。

観音寺本堂の拝観は300
円

米原観光協会
　・TEL：0749-58-2227

米原市 石田三成応援スタンプラリー 長浜・米原・彦根 7月22日～11月6日
映画「関ヶ原」公開に連動して、長浜・米原・彦根の３市で石田三成ゆか
りのスポットをめぐるスタンプラリーを開催。スタンプスポットについて
は、関ヶ原も一か所あります。

米原観光協会
　・TEL：0749-58-2227

米原市 びわ湖の素米原グルメライド 米原市内 10月29日

びわ湖の素米原。びわ湖の素となる豊かな自然、水、その自然の恵み（グ
ルメ！）を、自転車という移動手段を用いて、自分のチカラで体感しなが
らめぐるサイクリングイベント。ガイド有のツアーライドと、地図をもと
に自分でルート設計をするフリーライドの二本立てで開催。

米原観光協会
　・TEL：0749-58-2227

草津市
約4,000灯のあかりが織りなす草津街
あかり・華あかり・夢あかり

草津宿本陣　ほか
11月2日（木）･3
日（金）

18時～21時

街道沿いの神社仏閣を会場とした展示「あかりＡＲＴ展」では寺社の荘厳
な雰囲気に学生たちが生み出す灯りのアート作品が会場を照らします。ま
た草津宿本陣がこの2日間のみ夜間営業を実施し特別ライトアップを行い
ます。草津宿の旧街道を手作りあかりと商店街の手作り夜店でこころとお
腹を満たしてください。

草津商工会議所
　・TEL：077-564-5201

甲賀市
しがらきイルミネーションと冬まつ
り

信楽駅
甲賀市信楽地域市民セン
ター駐車場　ほか

12月2日～1月8日
イルミネーション：日没～
24時

約３万球の電球で駅舎の屋根や街路樹を飾り、１２月上旬の土曜日に冬ま
つりを開催します。地元サークルのダンスや太鼓の演奏、キャンプファイ
ヤーのほか、冬まつり名物の「かき氷」をふるまいや模擬店も出店、フィ
ナーレは花火を打ち上げ、冬の信楽をＰＲしします。

無料
信楽町観光協会
　・TEL：0748-82-2345

甲賀市 信楽陶芸まつり大即売会
甲賀市役所信楽地域市民セ
ンター駐車場　ほか

10月7日～9日

信楽焼を取り扱う店舗が仮設会場に集まり信楽焼の即売会を行う催しで毎
年３日間で約50,000人の方が来場しているイベント。
１セット5,000円で5,500円分の買い物ができるお得なチケットを販売し、
豪華賞品の当たる抽選会にも参加できます。

無料
信楽陶器卸商業協同組合
　・TEL：0748-82-0039

甲賀市 11月8日は「信楽たぬきの日」

愛宕山陶器神社　ほか

11月8日：信楽焼たぬき八相
縁起祈願祭（愛宕山陶器神
社）
11月5日：第8回全国狸の腹
鼓大会　13時～16時（予
定：新宮神社）

11月1日～15日
（信楽たぬきの日
は、11月8日）

・11月8日
（水）：信楽焼た
ぬき八相縁起祈願
祭（愛宕山陶器神
社）
・11月5日
（日）：第8回全
国狸の腹鼓大会
（予定：新宮神
社）

11月8日（水）：信楽焼た
ぬき八相縁起祈願祭　14時
～14時30分

11月5日（日）：第8回全国
狸の腹鼓大会　13時～16時

イベント期間中信楽町内で様々な「たぬき」にちなんだイベントを開催し
ます。
主なイベント
・11月8日(水)　信楽焼たぬき八相縁起祈願祭(神事)
　　＜14：00～14：30　愛宕山陶器神社＞
・11月5日(日)第8回全国狸の腹鼓大会
　　＜13：00～16：00(予定)　新宮神社＞
・イベント期間中　信楽高原鐵道たぬき列車の運行
　　＜信楽高原鐵道運行時間による＞

信楽町観光協会
　・TEL：0748-82-2345

野洲市
兵主大社ライトアップ
（要確認）

兵主大社 11月中旬～下旬

国指定名勝の庭園をライトアップします。平安時代に作庭され、水の流れ
を利用して祭祀が行われたといわれており、現在では、苔と紅葉彩る美し
い庭園となっています。池に映る紅葉や、楠は、抜群のロケーションで
す。
また、期間中はミニコンサートなどのイベントも予定しております。

各寺
・大人500円
・小人250円

野洲市ライトアップ実行委員会
　・TEL：077-587-6008

湖南市 国宝　湖南三山紅葉めぐり 善水寺、長寿寺、常楽寺
11月16日～12月3
日

9時～16時

天台宗の古刹で、国宝の建造物を有する3ケ寺（常楽寺、長寿寺、善水
寺）を、紅葉の時期に予約不要で拝観できるよう同時公開を実施します。
また、期間中は長寿寺、善水寺の門前において地元特産品の販売や、ミニ
イベントも開催されます。

一般社団法人湖南市観光協会
　・TEL：0748-71-2157
　・メール：info@burari-konan.jp

湖南市 国宝　長寿寺鬼走り 長寿寺 1月中旬の日曜日 13時30分～15時30分

奈良時代から伝わる伝統行事で古代の成人式の一種。
大人の仲間入りをする１３歳から１５歳の男子が赤鬼と青鬼に扮し、 太
鼓とほら貝が鳴り響く中、赤鬼は右手に太刀、左手に松明をもち、青鬼
は、両手で槍をかかえこみ悪霊を追い払い、地域・家族の安全を祈願しま
す。所要時間約2時間

大人500円
小人250円

長寿寺
　・TEL：0748-77-3813

湖南市 国宝　善水寺節分会 善水寺 2月3日 13時30分～15時30分

星祭節分会では、護摩供奉修と三毒鬼の舞があり、豆撒き、鬼のお加持が
あります。この日、善水寺に入ると護摩木が渡され、諸処の願いを書いて
納めます。境内では、甘酒の接待があり、堂内で護摩供奉修が行われま
す。（所要約2時間）

護摩木代500円
善水寺
　・TEL：0748-72-3730
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湖南市 湖南市東海道石部宿まつり 雨山文化運動公園 10月28日 10時～16時

旧東海道に置かれた石部宿と東海道の役割を後世に伝える為、往時の街並
みを再現した宿場の里がある雨山文化運動公園で毎年10月に開催されるま
つり。
当時を再現するイベントや楽市楽座と称する模擬店などが出て賑わいます

入場無料、模擬店やイ
ベントの一部有料

湖南市三大まつり実行委員会（一般社
団法人湖南市観光協会）
　・TEL:0748-71-2157

湖南市 弥平激辛スタンプラリー 湖南市内 10月1日～2月28日
湖南市の伝統野菜である弥平とうがらしを食材として使ったメニュー（商
品）を市内の飲食店や食品製造販売店に提供してもらい、利用者の集めた
スタンプの数により、人気メニューや人気店を決める。

一般社団法人湖南市観光協会
　・TEL：0748-71-2157
　・メール：info@burari-konan.jp

湖南市 紅葉のこにゃん街道をドライブ
湖南市、竜王町、甲賀市信
楽町

新名神信楽ICがある甲賀市信楽町と湖南市、名神高速竜王ICがある竜王町
とを結ぶ新しいドライブルートです。信楽から湖南市までは紅葉に色づい
た山々を左右に見ながらドライブし、湖南市から竜王町へは悠々と流れる
野洲川や秋の味覚狩り（梨、柿など）が楽しめる畑など自然豊かなドライ
ブコースです。所要時間は約1時間20分（見学時間含まず）

一般社団法人湖南市観光協会
　・TEL：0748-71-2157
　・メール：info@burari-konan.jp

多賀町
多賀大社・胡宮神社・大瀧神社・高
源寺のライトアップ

多賀大社・胡宮神社・大瀧
神社・高源寺

未定
自然豊かな中にたたずむ多賀町内の４社寺をライトアップ。多くの人に感
動を与え、夜の社寺の魅力を発信します。

多賀町観光協会
　・0749-48-1553

多賀町 多賀三社まいり
胡宮神社、大滝神社、多賀
大社

11月18日

胡宮神社－大滝神社（昼食）－多賀大社を歩いて巡ります。多賀の有名な
三社を巡り、多賀の自然・歴史・文化にふれていただくことができます。
※多賀三社まいり弁当（1個800円）を予約で受付しています。
※解散後には、多賀そばの手打ちそば（500円）を予約で受付していま
す。

多賀町観光協会
　・0749-48-1553

多賀町 森の感謝祭inたかとり2017 高取山ふれあい公園 10月27日～29日

自然・感謝・祈り・願いをテーマに高取山ふれあい公園でチェーンソー
アート創作などを行います。
全国からカーバーが集結し、それぞれ3日間かけて彫るメインピース、短
時間で彫るクイックカービング。どちらの作品のオークションも行いま
す。

高取チェンソーＣＬＵＢ事務局(高取山
ふれあい公園内）
　・0749-49-0029

※掲載データは2017年8月2日現在、（公社）びわこビジターズビューローより提供された情報となります。掲載情報は更新される場合がございますので、お客様でご確認の上、お出かけ下さいますようお願い致します。

※ご予約、お問い合わせは直接、お客様にて直接、掲載の問い合わせ先にお願い致します。

※免責事項：提供情報のご利用によりお客様に発生した損害に対し、弊社はいかなる責任も負いかねますのでご了承下さい。問題が生じた場合、お客様ご自身の責任で対処頂きますようお願い致します。
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大津市
比叡山延暦寺　西塔釈迦堂　内陣特
別公開

比叡山延暦寺 8月1日～12月10日
9時～16時（12月：9時30分
～15時30分）

《相応和尚1100年御遠忌記念》
比叡山延暦寺・西塔の中心となる釈迦堂で、通常では入ることができない
内陣の特別拝観が行われます。

内陣特別巡拝料500円
（別途入山料）

比叡山延暦寺
　・TEL：077-578-0001

大津市
比叡山延暦寺　西塔釈迦堂　秘仏本
尊釈迦如来像特別御開帳

比叡山延暦寺
10月1日～12月10
日

9時～16時（12月：9時30分
～15時30分）

《相応和尚1100年御遠忌記念／ちょこっと関西歴史たび企画》
伝教大師最澄のご自作とされる御本尊、釈迦如来立像が３３年ぶりに御開
帳されます。この度の御開帳に併せて、内陣に安置されています「文殊菩
薩」や「山王七社」などが祀られたお社も初公開されます。

無料（別途入山料）
比叡山延暦寺
　・TEL：077-578-0001

大津市
浮御堂
御本尊（阿弥陀如来）特別公開

浮御堂（満月寺）

10月1日(日)～10
日(火)
11月1日(水)～10
日(金)

8時～17時
近江八景「堅田の落雁」で名高く、松尾芭蕉はじめ多くの人々に愛され続
けてきた浮御堂。普段は非公開の御本尊が特別に公開されます。拝観料
300円

拝観料300円
公益社団法人びわ湖大津観光協会
　・TEL：077-528-2772
　・メール：info@otsu.or.jp

大津市

園城寺（三井寺）
非公開文化財　唐院諸堂（重文）公
開
三重塔初層内部（釈迦如来三尊）初
公開

園城寺（三井寺） 11月17日～26日 8時～17時
普段は、非公開であり、いずれも重要文化財に指定されている唐院諸堂と
三重塔初層内部が期間限定で公開されます。特に三重塔初層では、釈迦如
来三尊が安置されており、今回の公開が初公開となります。

拝観料800円（別途入山
料）

園城寺（三井寺）
　・TEL：077-522-2238

大津市 西教寺　釈迦涅槃図特別公開 西教寺 11月17日～26日 9時～16時30分
例年2月15日の涅槃会のみに公開される釈迦涅槃図が、期間限定で特別公
開されます。

無料（別途客殿拝観
料）

西教寺
　・TEL： 077-578-0013

大津市 石山寺　役行者および前鬼後鬼像 石山寺 ～11月30日
8時～16時（内陣へは15時
45分までにお入りくださ
い。）

《西国札所草創1300年記念事業》
西国札所草創1300年を記念して、役行者および前鬼・後鬼像が特別公開さ
れます。この像は、天明年間（1781-89）まで大峰山頂にありましたが、
その後近江へ移され、修験道の本尊・蔵王権現を本尊脇侍とする石山寺へ
寄進されたものです。

拝観料500円（別途入山
料）

石山寺
　・TEL：077-537-0013

大津市 石山寺　維摩居士像　特別拝観 石山寺 2月18日～4月18日

《西国札所草創1300年記念事業》
西国札所草創1300年記念の第2弾として、維摩居士像（ゆいまこじぞう）
が特別公開されます。9世紀平安時代に彫られたとされるこの像は、像全
体にふくよかな量感をもち、翻波式衣文をまじえた着衣の衣褶彫りはする
どい。平安初期彫刻の特色をよくしめした像である。

拝観料500円（別途入山
料）

石山寺
　・TEL：077-537-0013

彦根市
旧彦根藩松原下屋敷（お浜御殿）庭
園特別公開

旧彦根藩松原下屋敷（お浜
御殿）

11月23日～12月3
日

9時～16時
（最終入園：15時30分）

池泉回遊式庭園で、琵琶湖の水位と連動して波打ち際が変化する汐入方式
の庭園です。淡水を利用した汐入方式の庭園は、日本で唯一であり、年に
２回（春・秋）のみ期間限定で公開されます。

無料
彦根市教育委員会事務局　文化財課
　・TEL:0749-26-5833

長浜市 宝厳寺　三重塔特別開扉 竹生島（宝厳寺） 10月15日～31日
《西国札所草創1300年記念事業》
西国札所草創1300年も記念し、普段、非公開である三重塔を特別に開扉
し、期間限定で公開されます。

宝厳寺参拝料（都久夫
須麻神社共通）
大人400円、小人300円
（団体割引有り）

宝厳寺
　・TEL：0749-63-4410

近江八幡市 長命寺「三重塔」特別公開 長命寺 10月15日～29日 10時～16時

《西国札所草創１３００年記念事業》
お寺の名称が示すように寿命長遠のご利益がある名刹です。本堂、三重
塔、三仏堂、護摩堂、鐘楼などの文化財建築や、本年で１００周年となる
琵琶湖周航歌碑も敷地内にあります。
今回は、西国札所草創1300年も記念し、普段、非公開である三重塔の内陣
を期間限定で公開します。

三重塔拝観料500円
長命寺
　・TEL：0748-33-0031

近江八幡市
観音正寺
千手観音絵図公開、御本尊お身拭い
内陣拝観

観音正寺 10月15日～29日
《西国札所草創１３００年記念》
西国札所草創1300年も記念し、普段、非公開である千手観音絵図や内陣を
期間限定で公開します。

観音正寺
　・TEL:0748-46-2549

近江八幡市
ヴォーリズ建築特別公開２０１７秋
（11月）

アンドリュース記念館と
ウォーターハウス記念館

10/28,29,11/3,4,
5,11,12,18,19,23
,24,25,26

10時～16時
いずれも１００年を越える通常非公開のヴォーリズ建築（アンドリュース
記念館とウォーターハウス記念館）の公開を行います。館内は観光ボラン
ティアガイド協会が常駐しているので案内も対応できます。

2館で300円（1館のみ
200円）

一般社団法人近江八幡観光物産協会
　・TEL：0748-32-7003
　・メール：omi8@sweet.ocn.ne.jp

近江八幡市 ５０年に一度　長光寺の秘仏公開 長光寺 10月14日・15日
10月14日：11時～17時
10月15日：10時～17時

長光寺のご本尊（秘仏:子安千手観世音菩薩）が、５０年ぶりにご開帳さ
れます。半世紀ぶりに公開されるこの機会に多くの方にご参拝頂ければ幸
いです。ご本尊は聖徳太子により、作られたと伝わり、このことがお寺の
始まりともなりました。

志納
長光寺
　・TEL：0748-37-7743
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「日本遺産 滋賀・びわ湖 水の文化ぐるっと博」特別公開一覧
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市名 事業名 場所・コース（訪問先） 開催時期 時間 イベント・プログラム等の内容 料金 問合せ先

①聚心庵
10月1日・8日・15
日・22日・29日

10時～16時

《聚心庵》
ツカモトコーポレーションの創業者、塚本定右衛門の本宅。社会貢献の業
績は顕著で、今も山梨県に塚本山等の名前を残す。勝海舟、山岡鉄舟等と
の交際による一流の書や掛け軸などが残る。

協力金200円

②市田家住宅（萬松園）
11月3日・5日・12
日・19日・23日・
26日

10時～16時

《市田家住宅（萬松園）》
中山道に面する京風商家。明治初期の建築で、江戸時代から呉服繊維商と
して京都、大阪で活躍した、市田庄兵衛家の本宅。奥に細長い京町家風の
建築様式が特徴。

協力金200円

③野口忠蔵家（十一屋）本
宅

10月1日・8日・15
日・22日・29日

10時～16時

《野口忠蔵家（十一屋）本宅》
志のある１１人と山梨県甲府市で酒造業を始め、１７７２年には醤油醸造
を営んでいる近江商人。本宅は江戸末期に建築。敷地内に名建築家ヴォー
リズ建築物が残る。

協力金200円

東近江市 大本山永源寺　山門　特別見学 大本山永源寺 11月11日～19日
見学時間
　11時、13時、15時

寛政七年（1795年）井伊家の援助等により7年の歳月を費やし享和二年
（1802年）完工。　　楼上には十六羅漢像を奉安しています。
　・見学時間（毎回）　11時・13時・15時

参加費300円（別途入山
料が必要）

一般社団法人東近江市観光協会
　・TEL：0748-48-2100
　・メール：info@higashiomi.net

草津市
湖上交通の要を巡る　芦浦観音寺の
一般公開

芦浦観音寺 11月23日

現在は、ひっそりとたたずむ芦浦観音寺は、かつて豊臣秀吉から宝物を与
えられるほどの寺院であり、交通の要衝として栄えました。通常拝観する
には事前予約が必要な国指定史跡の芦浦観音寺を一般公開します。境内で
はお茶席なども予定しています。

拝観協力金300円
草津観光物産協会
　・TEL：077-566-3219

愛荘町 近江湖東の古刹　湖東三山めぐり 西明寺、金剛輪寺、百済寺 10月～12月下旬

西明寺
　8時～17時
金剛輪寺
　8時30分～17時
百済寺
　8時～17時

鎌倉から平安にかけて建立された湖東三山（西明寺、金剛輪寺、百濟寺）
は、1400～1200年以上前に建立された古寺で、国宝本堂をはじめ、数多く
の重文建築や仏像に出会えます。いずれの古刹にも四季折々の自然に彩ら
れる名勝庭園がありやすらぎの時間を得られます。11月中下旬に一斉に色
づく紅葉は圧巻。三山の中央に開通した湖東三山スマートインターチェン
ジによりアクセスが格段に向上。
・西明寺
　「御前立秘仏薬師瑠璃光如来立像（虎薬師）御開帳」
　　（12月10日まで）
・金剛輪寺
　「秘仏日本最古の大黒天（金運の神）特別公開」
　　（11月1日～12月3日）
・百済寺
　「美仏の代表！！二観音像（如意輪観音半跏思惟像,聖観音座像）」
　　（9月23日～12月24日）
　「聖徳太子孝養像」（9月23日～12月24日）
　　庭園ライトアップとして「天下遠望の名園」
　　（11月15日～11月26日PM4:30～PM6:30）

西明寺（入山料）
・大　人600円
・中学生300円
・小学生200円
・三重塔内特別拝観料
　1,000円（秋季）
金剛輪寺（入山料）
・大　人600円
・中学生300円
・小学生200円
百済寺（入山料）
・大　人600円
・中学生300円
・小学生200円

愛荘町商工観光課
　・TEL：0749-37-8057
　・メール：shoko@town.aisho.lg.jp

胡宮神社
胡宮神社「石造観世音之像」の特別公開

胡宮神社200円

高源寺
高源寺「村山たか女肖像画、絹本著色源氏物語明石の巻図４面襖絵」の特
別公開

高源寺300円

真如寺
真如寺「地獄絵図、木造阿弥陀如来坐像」の特別公開

真如寺200円

※掲載データは2017年8月2日現在、（公社）びわこビジターズビューローより提供された情報となります。掲載情報は更新される場合がございますので、お客様でご確認の上、お出かけ下さいますようお願い致します。

※ご予約、お問い合わせは直接、お客様にて直接、掲載の問い合わせ先にお願い致します。

※免責事項：提供情報のご利用によりお客様に発生した損害に対し、弊社はいかなる責任も負いかねますのでご了承下さい。問題が生じた場合、お客様ご自身の責任で対処頂きますようお願い致します。

東近江市

近江商人の「三方よし」遺産を巡る
　①聚心庵
　②市田家住宅（萬松園）
　③野口忠蔵家（十一屋）本宅

一般社団法人東近江市観光協会
　・TEL：0748-48-2100
　・メール：info@higashiomi.net

多賀町
胡宮神社、高源寺、真如寺の特別公
開

11月15日～11月30
日

10時～16時
多賀町観光協会
　・0749-48-1553
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