「日本遺産 滋賀・びわ湖 水の文化ぐるっと博」体験プログラム一覧
市名

大津市

種別

事業名

区分

まち歩き・
体験
世界遺産「比叡山延暦寺」で坐禅体験
体験ＰＧ
（常設）

場所・コース（訪問先）

延暦寺会館

最終データ更新：20017年8月2日

開催時期

通年

時間

イベント・プログラム等の内容

午前の部：11:00～
午後の部：14:30～
・所要時間：約1時間

料金

問合せ先

世界文化遺産の延暦寺で体験する坐禅。比叡山の凛とした空気の中、ゆった
りとした気持ちで坐禅を行い、じっくりと自分自身を見つめなおしてくださ
い。
1,000円（税別）
坐禅の流れとしては、①坐禅の説明（25分） ②坐禅（20分） ③説法（15
分）
（予約必要）

延暦寺会館
・TEL：077-579-4180

延暦寺会館
・TEL：077-579-4180

大津市

まち歩き・
体験
世界遺産「比叡山延暦寺」で写経体験
体験ＰＧ
（常設）

延暦寺会館

通年

予約時に確認してください。
・所要時間：約90分

世界文化遺産の延暦寺で体験する写経。お子様にもわかりやすい経典も準備
しています。比叡山の凛とした空気の中、ゆったりとした気持ちで写経を行
い、じっくりと自分自身を見つめなおしてください。
1,000円（税別）
筆、墨、硯、用紙などすべて用意できていますので、お気軽に申込みしてい
ただけます。
（予約必要）

大津市

まち歩き・
三井寺
体験ＰＧ

ビースブレスレット製作体験

体験
（常設）

三井寺

通年

所要時間：約30～45分

もっとも快適な長さのビースブレスレット（木製）を作成します。
（14日前までに予約が必要）

1,000円

園城寺（三井寺）
・TEL：077-522-2238

大津市

まち歩き・
三井寺
体験ＰＧ

座禅止観体験

体験
（常設）

三井寺

通年

所要時間：約1時間

西国三十三所観音霊場、第十四番札所の観音堂客殿での座禅・止観体験。
（最小催行人員 5名 7日前までに予約必要）

大人1,000円
高校生以下500円

園城寺（三井寺）
・TEL：077-522-2238

大津市

まち歩き・
三井寺
体験ＰＧ

山伏体験

体験
（常設）

三井寺

通年

所要時間：約6時間

山伏の心得、装束の着方なども修験道について、僧侶がわかりやすく指導し
ます。座学、着替えの後、長等山入峰。総距離４．９ｋｍ 約８５分を移動
（途中、昼食休憩）します。
10,000円
（最小催行人員5名 14日前までに予約必要。参加条件：15歳以上で健康な
方。）

園城寺（三井寺）
・TEL：077-522-2238

大津市

まち歩き・
三井寺
体験ＰＧ

写経・写仏体験

体験
（常設）

三井寺

通年

所要時間：約1時間

写経・写仏に打ち込むことで日常の雑念から解放され、すがすがしい時間が
過ごせます。僧侶が心構えや作法をわかりやすく指導します。
1,000円
（7日前までに予約必要）

園城寺（三井寺）
・TEL：077-522-2238

大津市

まち歩き・ 西教寺 梵字のお話とブレスレット作 体験
体験ＰＧ
り＆秋限定「菊御膳」ご賞味
（限定）

西教寺
・西教寺本坊受付

11月12日（日）・19日
（日）・23日（木・
祝）・26日（日）

所要時間：2時間30分

僧侶から、梵字のお話と自分の干支の梵字を練習します。そのあとオリジナ
ルのブレスレットを作って最後に自分の梵字を書き込みます。自分だけのブ
レスレットが作れます。そして、秋限定、西教寺でしか味わえない食用菊を 4,500円
使った菊精進料理「菊御膳」をご賞味いただきます。
（最小催行人員 10名 ８日前までに予約必要）

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

まち歩き・ 源氏物語の世界にどっぷり浸かる、石 体験
体験ＰＧ
山寺で平安王朝時代へタイムトリップ （限定）

石山寺

1月20日(土)･27日
(土)、2月10日(土)･17
日(土)

所要時間：約6時間

ガイドツアーとともに境内散策→鷲尾龍華さんによる源氏物語のレクチュア
→体験時間
（①～③からふたつ選んでいただきます）
4,500円
①練り香づくり、②源氏物語書写、③平安時代の装丁づくり
（最小催行人員 10名）

一般社団法人石山観光協会
・TEL：077-537-1105

所要時間2時間

今でも息づく仏壇技術を見学・体験することができ、他では味わえない感動
が待っています。日本の職人技をじっくりご覧いただけます。作った作品
は、旅のお土産にお持ち帰りいただけます。
＜金箔押し体験：厚さ0.1ミクロンで、風が吹くと飛ぶような薄さの金箔を
実際に銅板の金具に貼ります。
4,212円
＜蒔絵体験＞蒔絵筆を使って、漆で江を描き、その漆が乾く直前に金粉を付
けると金色の絵が浮かび上ります。
＜塗り箸体験＞事前に色漆を塗った箸をペーパーで研ぐと鮮やかな色が出て
きます。研ぎ具合で、色漆の表情が変化し、オリジナルの箸ができます。
（最小催行人員10名 1週間前までに予約必要）

株式会社井上
・TEL：0749-22-1587
・メール：japan@craft-workshop.jp

滋賀県伝統的工芸品である、幕末彦根藩の御用窯・湖東焼の作陶作業・窯詰
め・窯焚き・窯出しまでの、すべての工程に参加できる体験プランとなりま
す。
※窯詰め・窯焚き・窯出しは自由参加です。1日のみ参加等も可能です。作 9,000円（追加１点につき
陶のみも受付可能です。
5,000円）
①作陶作業（2時間～3時間）
②窯詰め～窯焚き（焼成）～焚き終了（4日間）
③窯出し（1～2時間）

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

まち歩き・ 彦根仏壇 『工場見学＆工芸体験ツ
体験ＰＧ
アー』 －ＩＮ 七曲り職人通りー

体験
（常設）

彦根市

まち歩き・ 幕末彦根藩の御用窯 再興湖東焼 体
体験ＰＧ
験

体験
（限定）

長浜市

まち歩き・ 湖北長浜「ほっこくがま」で陶芸体験 体験
体験ＰＧ
と人気の黒壁スクエア散策
（常設）

井上仏壇

通年（火曜日除く）

①作陶：一志郎窯夢京橋店
②窯詰め・窯焚き、
③窯出し：荒神山自然の家

①作陶
①11月～1月（水曜以外
2～3時間
毎日）
②窯詰め・窯焚き
②3月8日(木)～11日
4日間
(日)
③窯出し
③3月17日(土)
１～2時間

陶芸工房ほっこくがま

通年

琵琶湖をイメージした淡水色の焼き物「水茎（みずくき）焼」の湯呑、お茶
碗、マグカップ、お皿などに絵付けを行います。お客様自身のオリジナル陶
一般社団法人北びわこふるさと観光公社
陶器の種類により相談（756
器が作れます。焼き上がりに約１ヵ月かかります（送料別途でお送りしま
・TEL:0749-78-0300
円～）
す）。
・メール：furusato-kankou@kitabiwako.jp
体験後は黒壁スクエアで散策やお買い物をお楽しみください。

絵付体験
約30～60分
散策時間
約30分～60分
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「日本遺産 滋賀・びわ湖 水の文化ぐるっと博」体験プログラム一覧
市名

長浜市

種別

事業名

区分

まち歩き・ 北びわ湖で渡り鳥ウオッチング体験と 体験
体験ＰＧ
つづらお崎湖底遺跡資料館
（限定）

場所・コース（訪問先）

開催時期

湖北野鳥センター
つづらお﨑湖底遺跡資料館
12月～2月中旬
・集合場所：湖北野鳥セン
ター

最終データ更新：20017年8月2日
時間

イベント・プログラム等の内容

集合時間：9時～
所要時間：約2時間

望遠鏡で渡り鳥をバードウォッチング。野鳥センター係員から渡り鳥につい
ての詳しい説明があります。つづらお﨑湖底遺跡資料館では湖底に沈んだ遺
跡や遺物について見学します。湖上遊覧にて船上より日本遺産の竹生島や菅
浦集落を見学します。
（15日前までに予約必要）

料金

問合せ先

400円（入館料）
・ボランティアガイドは別
一般社団法人北びわこふるさと観光公社
途手配（1,000円）
・TEL:0749-78-0300
・湖上遊覧は別途手配（1人
・メール：furusato-kankou@kitabiwako.jp
60分2,500円 5名以上13名
まで 貸切あり）

長浜市

まち歩き・ 北びわこ 「余呉湖」でワカサギ釣り 体験
体験ＰＧ
体験
（限定）

余呉湖
・集合場所：余呉湖漁業協同 11月下旬～3月下旬
組合

集合時間：6時～
所要時間：2～4時間

シーズン中2万人が訪れる関西屈指のワカサギ釣り場「余呉湖」、奥びわ湖
の神秘的な美しい湖で釣り体験ができます。
事務所で竿、仕掛け、餌、バケツを受け取り、桟橋にてワカサギ釣り体験を 3,200円
行います。
（7日前までに予約必要）

一般社団法人北びわこふるさと観光公社
・TEL:0749-78-0300
・メール：furusato-kankou@kitabiwako.jp

長浜市

まち歩き・ 浅井長政ゆかりの山城・小谷城跡を歩 体験
体験ＰＧ
き戦国の歴史を体感！
（限定）

小谷城跡
・集合場所：戦国ガイドス
テーション

11月の土日、祝日

集合時間：9時30分～
所要時間：1時間10分

戦国ガイドステーションからバスで小谷山中腹まで登り、ガイドの案内付で
小谷城跡を歩きます。 浅井長政ゆかりの城跡や琵琶湖を望みます。
朝１便９：３０発で、長浜駅西口から戦国ガイドステーションまでシャトル 500円
バスが出ます。長浜駅周辺に宿泊の場合に便利です。
（7日前までに予約必要）

一般社団法人北びわこふるさと観光公社
・TEL:0749-78-0300
・メール：furusato-kankou@kitabiwako.jp

近江八幡市

まち歩き・ 時代劇のワンシーンに溶け込みません 体験
体験ＰＧ
か？水郷めぐりと手漕ぎ体験
（常設）

水郷のさと

12月～3月

10時～
13時30分～
・所要時間：約60分

通常60分内の水郷めぐり航路内にて、ベテラン船頭の手ほどきによる“手漕
ぎ体験”プラン（重要文化的景観の第一号に認定され、日本遺産”近江八幡
1,500円
の水郷”で、船めぐりと船頭体験を行います。）
（最小催行人員 4名 3日前までに予約必要）

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

前出（まえで）のむべ家
・TEL：0748-32-3663

まるやま

近江八幡市

まち歩き・ 天智天皇ゆかりの延命長寿の果実「む 体験
体験ＰＧ
べ狩り体験」
（常設）

前出のむべ家

10月中旬～11月中旬

説明込30分程度

国内では珍しい「むべ」をご存知でしょうか？天智天皇がこの地で、8人の
子供を持つ大変元気で健康的な老夫婦に出会い長寿の秘訣を尋ねたところ、
果実を手渡された帝がその果物を一口食べました。すると、「むべなるかな 大人1,000円
（もっともであるな）」との一言が発せられ、それ以来そのお言葉が果物の 小人500円
名前の由来となりました。今日でも、皇室へ献上されるなど歴史深い”む
（小学生未満無料）
べ”を味わってみませんか。
（前日までに予約必要）

近江八幡市

まち歩き・ 日本遺産認定土産！瓦粘土オリジナル 体験
体験ＰＧ
作品作り体験
（常設）

かわらミュージアム

通年（開館日）

所要時間：約60分～

近江八幡の地場産業“八幡瓦”を紹介する、かわらミュージアムでは、自分
だけのオリジナル瓦粘土作品を作れます。旅の記念に！
1,000円
（作品の送料は着払い。完成まで約1か月～1が月半かかります。）

かわらミュージアム
・TEL：0748-33-8567
・メール：info@kawara-omihachiman.com

八幡山ロープウェー

受付時間
10～11月
10月1日（日）～12月24
10時30分～、14時～
日（日）の土日
12月
10時30分～

八幡城本丸跡の村雲御所瑞龍寺や八幡山を無料ガイド付きで観光出来ます。 880円

八幡山ロープウェー
・TEL：0748-32-0303

万葉集にも詠われ、平安の昔、絵師・巨勢金岡があまりの美しさに描くのを
あきらめたと伝えられる「水茎の岡」。この琵琶湖畔の景勝の地にちなんで
絵付け教室700円
創始された「水茎焼」。琵琶湖をイメージした淡水色（みずぐき青磁）を
陶芸教室：大人1,500円
ベースにし、湖国・滋賀の県鳥、かいつぶりがシンボルマーク。
小人1,000円
・絵付け教室
（料金：税別）
・陶芸体験
（予約不要。満席を避けるため、あらかじめご連絡をお願いします）

水茎焼陶芸の里
・TEL：0748-33-1345

11月29日(水)、12月8日 集合場所：11時30分
(金)、2月15日（木）
所要時間：約80分

司馬遼太郎「街道を行く」にも登場する日本一遅い乗り物で水郷めぐりを満
喫します。水郷めぐりの手漕ぎ体験も楽しんで頂きます（天候により中止の
場合あり）
3,500円
船上で食べるお弁当は格別、大名気分を味わえます。船頭さんとの会話を楽
しみながら自然風景に触れて下さい。
（最小催行人員 4名 1週間前までに予約必要）

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

地元のおばちゃんと自慢の郷土料理”鯖ずし”づくりを体験。鯖を3枚にお
ろし、骨抜きします。酢につけた鯖と、酢飯を巻いて鯖ずしを2本完成させ
てください（鯖寿司はお持ち帰り）。鯖街道の宿場町で作るオリジナル鯖ず
1組5,000円
しは絶品です！
趣のある建物の丸八百貨店は地域の方の憩いの場。体験
と交流の時間を楽しみましょう。（お土産：鯖寿司2本）
（5日前までに予約必要）

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

高島市の特産品ブランド「富有柿」を収穫します。がりもぎ体験と味覚をお
柿10個コース：1,200円
楽しみ下さい。
柿5個コース：600円
（7日前までに予約必要）

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

近江八幡市

近江八幡市

近江八幡市

まち歩き・
八幡山山頂ガイド
体験ＰＧ

体験
（常設）

まち歩き・ 思い出つくりのお手伝い 水茎焼陶芸 体験
体験ＰＧ
の里
（常設）

まち歩き・ 晩秋/冬の風景を満喫 近江八幡の水
体験ＰＧ
郷めぐり ＊船頭体験と弁当付き

体験
（限定）

水茎焼陶芸の里

近江八幡和船観光協同組合
・集合場所：和船組合乗場

通年

所要時間
・絵付け教室
説明込約5～30分
・陶芸教室
60～90分

高島市

まち歩き・ 鯖街道の味が家庭でできる！丸八百貨 体験
体験ＰＧ
店の鯖ずしづくり体験
（常設）

丸八百貨店

10月～3月（火・金曜日 集合時間：10時
除く）
所要時間：約1時間

高島市

もぎたてを、そのままガブリ！ 高島
まち歩き・
体験
特産！甘みたっぷり”富有柿”がりも
体験ＰＧ
（限定）
ぎ体験

柿農園（高島市今津町深清
水）

11月

集合時間：10時
所要時間：約1時間
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「日本遺産 滋賀・びわ湖 水の文化ぐるっと博」体験プログラム一覧
市名

種別

事業名

区分

場所・コース（訪問先）

開催時期

最終データ更新：20017年8月2日
時間

イベント・プログラム等の内容

料金

問合せ先

地元漁師と琵琶湖へ。
①針江の生水が流れる内湖で仕掛けた”もんどり”をあげます。その日はな
にが捕れるのか。
②琵琶湖では刺し網漁を体験していただきます。
4,700円
昼食は漁師のお宅で、湖魚のごはんをいただきます。
（最小催行人員6名 5日前までに予約必要。各自で移動が必要となるため、
車でお越しください。）

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

高島市の特産品ブランド「いちじく」を収穫します。いちじく農園で収穫、
試食し、自分で収穫した１パック（約７個）をお持ち帰りいただけます。
700円
（5日前までに予約必要）

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

集合時間：13時30分
所要時間：約1時間

蔵元主人がご案内。生水の郷のお話し。湧水を感じていただきます。”松の
花”の蔵元 川島酒造の”絵”のある酒蔵見学。針江生水の郷でつくられた
700円
地元産豆腐と飲み比べをしていただきます。
（最小催行人員5名）

川島酒造株式会社
・TEL：0740-25-2202
・メール：info@matsu87.jp

高島市

まち歩き・ びわ湖漁体験ツアー 自然の恵みを昼 体験
体験ＰＧ
食に。
（限定）

針江漁港（高島市新旭町針江 10月7日(土)、11月4日
浜）
(土)、3月24日(土)

高島市

まち歩き・ 秋の味覚！ イチオシ！
体験ＰＧ
穫体験

いちじく農園（高島市今津町 10月7日(土)、10月14日 集合時間：10時
弘川）
(土)
所要時間：約1時間

高島市

まち歩き・ 生水の郷「かばた」が蔵元。「松の
体験ＰＧ
花」蔵見学と呑み比べ

高島市

まち歩き・ 雪の森をスノーシューを履いて、野生 体験
体験ＰＧ
動物の足跡を探そう！
（限定）

森林公園くつきの森
館（集合場所）

1月14日（日）・27日
（土）、2月10日
（土）・25日（日）

集合時間：10時
所要時間：約4時間

真っ白な雪の森へスノーシューを履きガイドの案内で野生動物の足跡を探し
ながら、散策をします。お昼は、みんなでかまどご飯を炊き、とん汁と食べ 大人4,800円
ていただきます。お昼からは自由にかまくら作りやそり遊びをしてもらいま 小人4,300円
す。

NPO法人麻生里山センター
・TEL：0740-38-8099
・asosatoyama@zb.ztv.ne.jp

高島市

まち歩き・ 一人一鉢の本格体験 日爪そば打ち体 体験
体験ＰＧ
験と山菜摘み取り
（限定）

10月8日（日）・22日
新旭里山体験交流館もりっこ
（日）、11月12日
（集合場所）
（日）・26日（日）

集合時間：9時50分
所要時間：約3時間

自家栽培で天日干しされた「日爪そば」は、こだわりのそば打ち職人も納得
の味。1人1鉢で、自分のそばを打っていただきます。 琵琶湖を望む施設
4,800円
で、自然の恵みと共に、そばの味を堪能してください。
（最小催行人員4名（組））

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

東近江市

まち歩き・
ガリ版刷り体験
体験ＰＧ

ガリ版伝承館

毎週

所要時間：30分～1時間

東近江市はガリ版印刷発祥の地で、その発明者堀井新治郎の実家がガリ版刷
り伝承館となっています。
200円
ガリ版で刷りではがきサイズの作品を作ります。鉛筆で削る感触や音、コ
ピー機とは違った味わいある仕上がりが楽しめます。

ガリ版伝承館
・TEL：050-5802-2530

東近江市

まち歩き・ 絶滅危惧種「ムラサキ」で染める 東 体験
体験ＰＧ
近江市の万葉ロマン体験
（常設）

（株）みんなの奥永源寺

常時

所要時間：1時間30分～2時間

「絶滅危惧種」で「東近江市の花」、「紫草（ムラサキ）」を活用した「紫
根染体験ツアー」。冠位十二階位最高位の色「濃紫」を、東近江市内で栽培 5,000円
された「天然国産紫草」で染める特別な体験ツアーです。

株式会社みんなの奥永源寺
・TEL：080-3108-7172
・メール：info@okueigenji.co.jp

米原市

まち歩き・ 伊吹山山麓でそば打ち体験と名物伊吹 体験
体験ＰＧ
そば
（常設）

久次郎

通年

所要時間：約2時間

日本そば発祥の地でそば打ちを体験します。体験後昼食。昼食は伊吹大根の
おろしそば（天ぷら、漬物、をお楽しみいただきます。打ったそばは持ち帰
2,500円
りできます。
（最小催行人員10名 15日前までに予約必要）

一般社団法人北びわこふるさと観光公社
・TEL:0749-78-0300
・メール：furusato-kankou@kitabiwako.jp

米原市

可憐な早春の妖精「セツブンソウ」見
まち歩き・
体験
学と伊吹山山麓でそば打ち体験と昼食
体験ＰＧ
（限定）
付

集合時間：11時～
所要時間：約3時間

2月下旬～3月上旬に可憐な花を咲かせるセツブンソウの群落地をガイド付で
訪ねます。合わせて日本そば発祥の地と言われる伊吹でそば打ちの体験をお
楽しみ下さい。昼食は伊吹大根のおろしそば（天ぷら、漬物、デザート付） 3,000円
です。
（最小催行人員10名 15日前までに予約必要）

一般社団法人北びわこふるさと観光公社
・TEL:0749-78-0300
・メール：furusato-kankou@kitabiwako.jp

集合時間：10時～14時
所要時間：約3時間

雪に覆われた畑の中の野菜を収穫します。積雪によっては雪を１ｍ以上掘っ
て収穫するので雪の重さなど、豪雪地帯を体験できます。
体験する畑に移動し、雪野菜堀りを体験。収穫できる野菜は「大根」または
「かぶ」になります。収穫した野菜はお持ち帰りいただけます。伊吹大根の
3,000円
漬物のお土産付です。
昼食は伊吹大根のおろしそば（天ぷら、漬物、デザート付）をご賞味下さ
い。
（最小催行人員10名 15日前までに予約必要）

一般社団法人北びわこふるさと観光公社
・TEL:0749-78-0300
・メール：furusato-kankou@kitabiwako.jp

集合時間：10時～14時
所要時間：約2時間

伊吹のヨモギを使ったヨモギ餅作りを体験します。作ったヨモギ餅は持ち帰
りできます。昼食は伊吹大根のおろしそば（天ぷら、漬物、ヨモギ餅付）を
ご賞味いただきます。
・伊吹の厳選ヨモギを使った本格ヨモギ餅作りを体験
一般社団法人北びわこふるさと観光公社
3,500円（10名以上。5～9名
①ついたヨモギ餅の切り取りと「あん」を丸めて餅に包む作業
・TEL:0749-78-0300
は、5,000円）
②ヨモギ餅にきな粉をまぶす作業
・メール：furusato-kankou@kitabiwako.jp
・昼食は伊吹大根のおろしそばをご賞味ください。
・作ったヨモギ餅はお土産として持ち帰りできます。
（最小催行人員5名 15日前までに予約必要）

米原市

米原市

いちじく収 体験
（限定）

体験
（限定）

体験
（常設）

まち歩き・ 伊吹山山麓で雪野菜堀り体験と名物伊 体験
体験ＰＧ
吹そば
（限定）

まち歩き・ 伊吹山山麓でヨモギ餅作り体験と名物 体験
体験ＰＧ
伊吹そば
（限定）

10月～3月
曜日

川島酒造

久次郎

久次郎

久次郎

やまね

毎月第3土

土・日曜日

2月下旬～3月上旬

1月中旬～2月

6月～2月（平日のみ）

集合時間：10時
所要時間：約3時間
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「日本遺産 滋賀・びわ湖 水の文化ぐるっと博」体験プログラム一覧
市名

種別

事業名

区分

場所・コース（訪問先）

開催時期

最終データ更新：20017年8月2日
時間

イベント・プログラム等の内容

問合せ先

辛味大根として知られる伊吹大根の収穫体験と浅漬けの加工体験ができま
す。漬けこんだ浅漬けは後日お送りします。日本そば発祥の地、伊吹で伊吹
大根のおろしそば（天ぷら、漬物、デザート付）の昼食をご賞味。
・伊吹山中腹で伊吹大根の収穫体験
※雪で収穫できない場合はファームで用意
・加工場（久次郎）で大根を洗い、浅漬けの加工体験
・昼食は伊吹大根のおろしそばをご賞味ください。
・お土産に伊吹大根の漬物（1つ）付
※漬けた伊吹大根は後日お送りします。
（最小催行人員10名 15日前までに予約必要）

一般社団法人北びわこふるさと観光公社
・TEL:0749-78-0300
・メール：furusato-kankou@kitabiwako.jp

米原市

まち歩き・ 伊吹山山麓で伊吹大根の収穫・浅漬け 体験
体験ＰＧ
作り体験と名物伊吹そば
（限定）

久次郎

11月～2月（平日のみ）

日野町

まち歩き・ 自然を満喫 ～霊峰・「綿向山」ハイ
体験ＰＧ
体験ＰＧ
キング～

綿向山

11月10日

綿向山は比較的登りやすい山としても知られ、初めて登山をされる方も毎年
多く訪れます。そんな綿向山の11月10日の登山イベントでは、0合目や3合目
でコーヒーや軽食の提供、またコンサートの実施など催し物もあり、誰もが
参加いただけるイベントとなっています。

日野町商工観光課
・TEL：0748-52-6562
・メール：kankou@town.shiga-hino.lg.jp

10月～11月初旬ごろ

日野菜の収穫から漬物までを体験していただける、日野町ならではの企画。
まず初めに、
・「日野菜」について知っていただくための説明
・日野菜の収穫（収穫方法の説明および収穫）
・収穫した日野菜で桜漬けづくり
（事前予約必要）

日野町観光協会
・TEL：0748-52-6577
・メール：hino-k1@hino-kanko.jp

1月26日～28日

愛荘町外の方を対象に、びんの中に手まりを入れた不思議な伝統工芸品「愛
知川びん細工手まり」を、講師の指導を受けながら制作する3日間のプログ
ラム。制作の合い間には、歴史ある街道旅館で交流会を開催するほか、地酒
や織物、太鼓の製造現場の見学ツアー（半日）を盛り込み、地域に息づく歴
史と文化を感じながら、自分自身の手で世界に一つだけのびん細工手まりを
制作できる大人気のプログラムです。
※定員30名（応募多数の場合は抽選）
申込締切：平成29年12月12日（火）必着

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

通年

食品やノートなど工業製品のハイテク工場を見学できるほか、麻織物や染
物、びん細工手まり、地酒、太鼓など伝統工芸品や伝統産業の制作過程をに
直に見て触れられます。宿場町に伝わる数多くの歴史資料もあわせて見学可
能です。
・UCCファクトリーツアー、コクヨ工場見学、蔵元 藤居本家酒蔵見学、丸中
醤油、しろ平老舗、びんてまりの館、近江上布伝統産業会館、手おりの里金
剛苑、太鼓工房、近江鉄道愛知川橋梁、湖東三山館あいしょう、るーぶる愛
知川、街道交流館

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

日野町

愛荘町

愛荘町

まち歩き・ 原産 日野菜体験 収穫～漬物作りを
体験ＰＧ
体験ＰＧ
通じて日野菜を再確認

まち歩き・
愛荘町ふるさと体験塾
体験ＰＧ

体験ＰＧ

まち歩き・
手しごとの町 愛荘町産業ツーリズム 体験ＰＧ
体験ＰＧ

日野町鎌掛公民館

愛知川びんてまりの館

蔵元 藤居本家 ほか

集合時間：10時～14時
所要時間：約3時間

料金

※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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