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大津市
まち歩き・
体験ＰＧ

世界遺産延暦寺の釈迦堂特別公開と修
行の道をあるく

まち歩き
（常設）

比叡山延暦寺 10月～11月 所要時間：約3時間

世界遺産の比叡山延暦寺に千二百年前から灯る「不滅の法灯」を拝見し、比
叡山の荒行「千日回峰行」の修行の道を少し歩く。比叡山の一番神聖な浄土
院を拝観し、今回特別公開の西塔釈迦堂を拝観する。
（ガイドは、10日前までに予約必要。）

ガイド1名につき3,000円
（入場、拝観料は別途）

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・
体験ＰＧ

門前町の“大津”と近江八景「三井の
晩鐘」を訪ねて

まち歩き
（常設）

ナカマチ商店街（大津絵の
店）
琵琶湖疏水
三井寺（園城寺）

通年 所要時間：約2時間30分～3時間

琵琶湖観光の玄関口・浜大津から三井寺の門前町であった通りを歩きます。
三百年以上歴史のある造り酒屋や宮内庁御用達の漬物屋や湖魚佃煮の店、大
津絵の店など大津らしい店舗を覗きながら琵琶湖疏水沿いに三井寺へ参拝し
ます。
（ガイドは、10日前までに予約必要。）

ガイド1名につき1,000円
（拝観料は別途）

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・
体験ＰＧ

近江八景「瀬田の夕照」建部大社から
「石山の晩鐘」紫式部ゆかりの石山寺
へ

まち歩き
（常設）

瀬田の唐橋
建部大社
瀬田龍王宮秀郷社
俵の藤太秀郷像
石山寺

通年 所要時間：約2時間30分～3時間

旧東海道がとおっていたＪＲ石山駅を出発し、街道であった商店街をぬけて
瀬田の唐橋へ。唐橋をわたり、近江一の宮の建部大社で参拝します。また瀬
田の唐橋へもどり、唐橋東詰にある俵の藤太秀郷を祀る社と秀郷像を拝見。
瀬田川沿いを南へ石山寺へ行きます。
（ガイドは、10日前までに予約必要。）

ガイド1名につき1,000円
（入場料、拝観料は別途）

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・
体験ＰＧ

日本遺産　日吉大社と西教寺　穴太衆
積み石垣の町並みから山の辺の道へ

まち歩き
（常設）

日吉馬場（穴太衆石積）
旧竹林院（里坊庭園）
日吉大社
山の辺の道
西教寺

通年 所要時間：約2時間30分～3時間

　旧竹林院の庭園には比叡山からの水を回遊させ、古事記に出てくる古社日
吉大社でも国宝、重要文化財の建造物の周囲にもその水が祓いのため使用さ
れ最後には琵琶湖に注ぎこんでいる。日吉大社から西教寺までの「山の辺の
道」は琵琶湖を望みながら秋の散歩道を進んでもらえます。
（ガイドは、10日前までに予約必要。）

ガイド1名につき1,000円
（入場料、拝観料は別途）

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・
体験ＰＧ

比叡山延暦寺と門前町坂本をめぐる
まち歩き
（常設）

坂本穴太衆積みの石垣
日吉大社
延暦寺（大講堂・文殊楼・根
本中堂・法華総持院東塔）

10月～11月 所要時間：約3時間

石積みのまち・坂本をあるき、日本遺産に認定された延暦寺の守護社である
日吉大社に参拝。西本宮、東本宮の本殿は国宝で、他の社殿とともに日本で
も最も古いと言われる石橋の日吉三橋は重要文化財です。延暦寺は世界文化
遺産でもあり、千二百年以上灯る「不滅の法灯」が一見の価値があります。
（ガイドは、10日前までに予約必要。）

ガイド1名につき3,000円
（入場、拝観料、ケーブル
カー代は別途）

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・
体験ＰＧ

日本遺産　三井寺唐院諸堂及び三重塔
初層部初公開と三井寺精進料理をご賞
味

まち歩き
（限定）

三井寺
・集合場所：三井寺仁王門前

11月18日（土）・25日
（土）

集合時間：10時30分（解散時間：
13時）

日本遺産の三井寺では、天智・天武・持統の三帝の産湯に使われた水が湧く
閼伽井屋や弁慶の引き摺り鐘など、見どころ満載です。また最も神聖な唐院
とその諸道の拝観は普段ではできませんし、三井寺独特の精進料理をご賞味
いただけます。
（最小催行人員　20名　8日前までに予約必要）

6,800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
まち歩き・
体験ＰＧ

比叡山の古社　日吉大社の神職が案内
する神森巡りと絶品比叡ゆば重ね

まち歩き
（限定）

日吉大社
芙蓉園本館（比叡ゆば重御膳
をご賞味）
・集合場所：日吉大社西受付
前

10月15日（日）・22日
（日）・11月5日
（日）・12日（日）

集合時間：10時30分（所要時間：3
時間）

今回は特別に神職が案内いたします。日吉大社の東本宮と西本宮の本殿はい
ずれも国宝で独特の日吉造の様相が身近に拝見できます。東本宮にある樹下
宮では社殿真下にある井霊験あらたかな戸を山王曼荼羅とともに特別拝観で
きます。また、昼食の芙蓉園本館は坂本の町並みを形成している旧里坊で、
落ち着いたお庭を眺めながら比叡ゆばの料理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）

4,000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
まち歩き・
体験ＰＧ

比叡山での坐禅止観体験と精進料理を
ご賞味、そして行者道を少し歩く

まち歩き
（限定）

比叡山延暦寺
・集合場所：延暦寺会館

10月7日（土）・21日
（土）、12月2日（土）

集合時間：10時45分（所要時間：
約3時間）

日本遺産「延暦寺」体験する坐禅止観と「びわ湖」を一望しながらご賞味い
ただく精進料理は気持ちも身体もゆったりできます。そして、比叡山の荒行
「千日回峰行」の行者が歩く道「行者道」を歩いていただけます。「行者
道」を歩く体験した後の西塔では、今回、特別公開される西塔「釈迦堂」の
内陣拝観とご本尊の特別拝観があります。
（最小催行人員　10名　14日前までに予約必要）

4,800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
まち歩き・
体験ＰＧ

船で訪ねる湖族の郷"堅田"散策　　び
わ湖　湖上お散歩クルーズ

まち歩き
（限定）

おごと温泉港発着のびわ湖ク
ルーズ（湖族の郷：堅田）
・集合場所：おごと温泉港

10月1日～11月19日の土
日、3月11日～25日の土
日

集合時間：16時15分（所要時間：
約70分）

本年度新たに日本遺産として追加認定された「浮御堂」のある湖族の郷「堅
田」の町を、夕暮れ時に船で訪ねるショートクルーズ。
※希望者は特別に「浮御堂」の時間外拝観が可能。（別途拝観料300円要）

おごと温泉宿泊
・大人1000円、小人500円
一般の方
・大人1300円、小人650円

琵琶湖汽船
　・TEL：077-524-5000

大津市
まち歩き・
体験ＰＧ

Biwako Asayake Cruise　朝焼けの浮
御堂と湖族の郷"堅田"の朝散歩

まち歩き
（限定）

おごと温泉港発着
堅田港
浮御堂（満月寺）
伊豆神社（幸せを呼ぶ石）
湖族の郷「堅田」散策
・集合場所：おごと温泉港

1月7日(日)･21日(日)
集合時間：6時00分（所要時間：約
2時間）

琵琶湖畔の温泉「おごと温泉」から早朝出発の特別ツアー。朝焼けに浮かぶ
「浮御堂」やハート型の「幸福を呼ぶ石」のパワースポット。伊豆神社を朝
散歩。
（最小催行人員　15名）

3,800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

彦根市
まち歩き・
体験ＰＧ

彦根の宿場町をぶらりあるき　～中山
道　鳥居本宿・高宮宿をめぐる～

まち歩き
（常設）

鳥居本宿赤玉神教丸本舗
上品寺、湖東焼自然斎住居
跡、本陣跡、ふるさと鳥居本
資料館、問屋跡
（近江鉄道にて移動）
無賃橋、三光山円照寺、旧本
陣跡、ふれあいの館、旧脇本
陣跡、高札場跡、紙子塚
多賀大社一の鳥居

・集合場所：鳥居本駅前

通年 所要時間：約3時間

鳥居本宿は、江戸から数えて中山道６７次の第６３にあたる旧宿場町です。
当時、旅人に道中合羽を製造販売していた店の古い木製看板や、万病に効く
といわれる道中薬を江戸時代から製造販売している有川家などに旧街道の名
残りがみられます。旅人たちに木陰を提供した松並木や格子構えの家が並ぶ
まちをぶらりと歩くコースです。鳥居本宿本陣では、様々な大名が参勤交代
の際、宿泊として利用し、当時は合計２０１畳におよぶ屋敷があったとされ
ます。
高宮宿は、中山道の宿場町として古くから多くの人々が往来し、旅人をもて
なしてきたひとびとの思いが引き継がれた町です。街道筋には常夜燈のほ
か、高札場跡、本陣跡、脇本陣跡など、街道や宿場に特徴的な施設や歴史的
建造物が現在も数多く姿を留めています。また、多賀大社への門前町として
も賑わい、多賀大社一の鳥居が、宿場町中心に建っています。
（1週間前までに予約必要）

ガイド1名につき1,000円
（正午をまたぐ場合2,000
円）
※入場料、交通費が別途必
要

彦根ボランティアガイド協会
　・TEL:0749-22-6849
　・メール：i-hikone@hikoneshi.com

彦根市
まち歩き・
体験ＰＧ

「国宝・彦根城」と「名勝史跡・玄宮
園」をめぐる

まち歩き
（常設）

彦根城
玄宮園

・集合場所：いろは松駐車場

通年 所要時間：約2時間

400年の歴史を歩く、国宝・彦根城！彦根城は、関ケ原の合戦のあとに、徳
川家康が豊臣秀頼をけん制するために築かせた戦いのためのお城です。天守
が完成した１６０７年ごろから、幾度の戦災を逃れ、当時のままの姿がの
こっています。たとえば、天守までの石段は、敵が攻めてきても、歩調が乱
れて一息で登れないよう、角度や踏み幅をわざと不規則につくっています。
410年の歴史を想いながら、ガイドと楽しい時間を過ごしてみませんか。
（1週間前までに予約必要）

ガイド1名につき1,000円
※彦根城・玄宮園入場料が
別途必要

彦根ボランティアガイド協会
　・TEL:0749-22-6849
　・メール：i-hikone@hikoneshi.com

彦根市
まち歩き・
体験ＰＧ

古地図で巡る「幻の彦根城外堀ぐるっ
とツアー」

まち歩き
（限定）

彦根城の外堀めぐり
切通口御門跡、油懸口御門
跡・水道跡、外馬場公園、
犀ヶ渕跡、外堀土塁跡など
（四番町スクエアで昼食）
池須口御門跡、昭和新道、中
藪口御門跡、長曽根口御門
跡、松原口御門跡・松原湊、
松原御蔵跡、金亀公園、旧港
湾、外船町舟入跡

・集合場所：彦根駅西口（井
伊直政公像前）

10月1日（日）・28日
（土）、11月11日
（土）・18日（土）

集合時間：10時（受付開始）
所要時間：約4時間30分

江戸時代の彦根城は、三重の堀に囲まれた壮大な城でした。外堀は明治から
昭和にかけて埋められてしまいましたが、江戸時代の古地図「御城下惣絵
図」と比べながら現地を歩くと、小さな水路や地面の高低差が外堀の痕跡で
あることが分かります。琵琶湖の水と湧き水、自然地形を見事に活かしてつ
くられた外堀の跡をぐるっと一周し、「水の城」彦根城の魅力に迫ります。
（最小催行人員4名）

1,000円（昼食は、各自）
公益社団法人彦根観光協会
　・TEL:0749-23-0001
　・メール：info@hikoneshi.com
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彦根市
まち歩き・
体験ＰＧ

この日しか見られない！！「国宝・彦
根城夜楽」を楽しむ

まち歩き
（限定）

彦根城
・鐘の丸
・天秤櫓（重文）
・時報鐘
・太鼓門櫓（重文）
・着見台、天守前広場

※集合場所：彦根城表門橋前

10月7日（土）・21日
（土）

18時30分～21時ごろ

普段は入場できない夜の彦根城を見学できる彦根城夜楽（やがく）を開催し
ます。”いつもとはちがうおもてなし”でご案内いたします。彦根ボラン
ティアガイドによる夜の国宝・彦根城特別案内をおとどけ、表門から天守前
広場まで、昼間とはちがった幻想的な雰囲気でご観覧いただけます。
井伊の鎧武者が、皆さまをお迎えいたします。

無料
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・
体験ＰＧ

観光船で行く！日本遺産「彦根城」・
「沖島」・「伊崎寺」の景観　沖島・
多景島　二島めぐり

まち歩き
（限定）

彦根港
多景島、沖の白石（船窓）、
伊崎寺（船窓）、沖島
・集合場所：彦根港・オーミ
マリン窓口

9月2日～11月30日
（火・木・土運行）
3月1日～3月31日（火・
木・土運行）

集合時間：10時15分
所要時間：約5時間30分

琵琶湖に浮かぶ島「竹生島」・「多景島」・「沖島」の船舶航路の運航のみ
で、２島をめぐるツアーは無く琵琶湖の魅力を存分に感じていただけます。
また、コース上 普段は見られない沖の白石や伊崎寺の竿飛びの舞台なども
ご覧いただけます。
（最小催行人員15名：混乗の場合もあります。1週間前までに予約必要）

4,320円
近江トラベル（株）
　・TEL：0749-24-8103

長浜市
まち歩き・
体験ＰＧ

秀吉ゆかりの城下町・長浜ぶらりまち
歩き～人気の黒壁スクエア界隈を散策
～

まち歩き
（常設）

長浜城（秀吉出世城）
慶雲館、長浜鉄道スクエア
（現存する最古の駅舎）、北
国街道、
海洋堂フィギュアミュージア
ム（恐竜や人気アニメキャラ
クターを展示）、曳山博物
館、黒壁スクエア（ガラス工
芸を見学）

通年 所要時間：約1時間30分
長浜浪漫パスポートを利用して長浜の見どころを巡ります。ボランティアガ
イドを付けると更に観光が楽しくなります。また、日本遺産の竹生島には琵
琶湖汽船を利用して観光することもできます

浪漫パスポート代1,000円
・ボランティアガイド別途
手配（1,000円）
・竹生島へは、別途乗船
代・入島料が必要

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・
体験ＰＧ

ユネスコ無形文化遺産登録・長浜曳山
まつりの歴史と見どころを解説付きで
散策

まち歩き
（常設）

北国街道、山蔵、曳山博物館
（曳山見学）、長浜八幡宮、
御旅所、豊国神社、黒壁スク
エア

通年 所要時間：約2時間

ユネスコ無形文化遺産に登録された長浜曳山まつりの歴史と見どころをボラ
ンティアガイドが案内。曳山博物館、長浜八幡宮、豊国神社、市内の山蔵を
ガイドの説明付で巡ります。
（7日前まで予約必要）

600円
・ボランティアガイド別途
手配（1,000円）10名まで

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・
体験ＰＧ

新春の風物詩・長浜盆梅展をプレミア
ムガイド付で見学！

まち歩き
（限定）

慶雲館
長浜盆梅展期間
（1月10日～3月11日）

9時～
所要時間：約1時間

盆梅展見学時に盆梅プレミアムガイドが盆梅展の裏話や観賞方法などを解説
します。合わせてお茶席ではお抹茶をお楽しみいただきます。
（15日前までに予約必要）

1,500円
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・
体験ＰＧ

駅から島までガイド同行で日本遺産・
竹生島へ！

まち歩き
（限定）

竹生島
・集合場所：JR長浜駅改札口
前

10月～11月の土日、祝
日

集合時間：11時～
（長浜港出港：11時30分または12
時45分）
所要時間：約2時間30分

ガイドが同行して長浜駅から竹生島までご案内します。長浜港から琵琶湖汽
船で竹生島へ。竹生島では約80分ガイドの説明付で観光します。
（3日前までに予約必要。）

3,070円
・別途竹生島入島料400円必
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・
体験ＰＧ

特別拝観　日本遺産　西国三十三所
草創１３００年　長命寺 三重塔内陣
拝観

まち歩き
（常設）

長命寺
10月15日(日)～29日
(日)

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。

500円（別途拝観料必要）
長命寺
　・TEL：0748-33-0031

近江八幡市
まち歩き・
体験ＰＧ

琵琶湖の絶景を一望！貴賓室での昼食
プラン

まち歩き
（常設）

八幡山 10月～3月 所要時間：2時間～2時間30分

八幡山の紹介を目的とする”山頂ガイド”、“オリジナル八幡山弁当“＆
“村雲御所瑞龍寺見学”がセットになった、日本一の琵琶湖と日本遺産を眺
めるツアーです。
（最小催行人員10名　5日前までに予約必要）

2,510円
八幡山ロープウェー
　・TEL：0748-32-0303

近江八幡市
まち歩き・
体験ＰＧ

ヴォーリズ精神と建築に触れる ガイ
ドツアー

まち歩き
（限定）

ウォーターハウス記念館
近江兄弟社（ヴォーリズ像）
アンドリュース記念館(コー
ヒータイム）
旧八幡郵便局
ヴォーリズ記念館・・・
ヴォーリズ学園（ハイド記念
館・教育会館）

・集合場所：ウォーターハウ
ス記念館

11月の土日祝（計5～6
回程度）

集合時間：9時30分
所要時間：3時間

市内に点在するヴォーリズ建築（非公開建築物を含む）を訪ねながら、
ヴォーリズさんの生き方や精神を感じるツアーです
アンドリュース記念館では、休憩を兼ねて美味しいコーヒータイムがあるほ
か、ヴォーリズさんに学ぶミニ講義も行います。
通常は公開されていないヴォーリズ建築（ウォーターハウス記念館・アンド
リュース記念館）を見学します。
（最小催行人員5名　7日前までに予約必要）

2,000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
まち歩き・
体験ＰＧ

心洗われてみませんか？近江の湧水め
ぐり～こだわりの地元食材をふんだん
に使った料理魚石・湖国弁当で舌つづ
み～

まち歩き
（限定）

梅の川、音堂川（洗心）、北
川湧水、常の浜、西の湖めぐ
り、安土城跡、セミナリヨ跡

・集合場所：JR安土駅

10月3日(火)、11月7日
(火)、12月5日(火)、2
月6日(火)

集合時間：10時30分
所要時間：約5時間

日本遺産｢近江八幡の水郷｣には、西の湖・水郷に通じる水の源、“安土の湧
水”があります。五感全てて感じる天然の湧水をめぐる、洗心コース。
昼食は、希少米“イセヒカリ”や天然水で泳ぐ魚料理などプレミアム湖国弁
当。昼食後は、魚石料理人と歩く、安土の絶景紹介。地元の野菜農家畑見学
と野菜付き土産プラン。
（最小催行人員　4名　7日前までに予約必要）

6,000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
まち歩き・
体験ＰＧ

近江八幡の一大祭事 織田信長が愛し
た天下の奇祭 近江八幡の左義長まつ
り ダシ制作現場の特別見学と八幡堀
めぐり

まち歩き
（限定）

白雲館
日牟禮八幡宮（左義長を奉納
する神社）
左義長ダシ制作現場（１～２
か所）
八幡堀めぐり

・集合場所：白雲館

3月10日(土)・11日(日)
集合時間：10時
所要時間：2時間30分

通常は公開されていない左義長ダシの製作現場を特別公開（左義長ダシは食
材を使用して地域の方々が手作りで制作されます）
時代劇のロケ地として知られる”八幡堀”。風情ある水辺を楽しむ八幡堀め
ぐりは約３０分の船旅
道中は、日牟禮八幡宮、近江商人の町並み、ヴォーリズ建築等を見ながらの
散策します
（最小催行人員　5名　7日前までに予約必要）

2,000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

高島市
まち歩き・
体験ＰＧ

近世の最先端にふれる　水辺のまちづ
くりコース 《大溝の城下町中心コー
ス》

まち歩き
（常設）

［大溝地区］
大溝城跡、大溝港、総門、び
れっじ、まちわり水路、武家
屋敷地、古式水道

・集合場所：JR近江高島駅

通年
所要時間：約1時間30分（短縮版60
分もあります）

織田信長が日本統一の足がかりとして築き、内湖を自然の堀とした「水城
（みずしろ）」、大溝城。江戸時代にはその周りに、山水・湧き水を引き込
んだ水路と上下水道のしくみを備えたまちが整備され、今もなお暮らしの中
に受け継がれています。戦国時代～江戸時代にかけておこなわれた当時の最
先端のまちづくりをご案内します。
（1週間前までに予約必要。申し込みは、電話連絡のうえ、ＦＡＸかＨＰ
［http://oomizo.shiga.jp］の申込フォームから。）

500円
大溝の水辺景観まちづくり協議会
　・TEL：0740-36-2011
　・メール：oomizo@gmail.com

高島市
まち歩き・
体験ＰＧ

古代ロマンにひたる　水辺の街道と白
鬚神社コース 《乙女ヶ池・白鬚神社
中心コース》

まち歩き
（常設）

大溝城跡、乙女ヶ池・太鼓
橋、江若鉄道跡、
四十八体石仏群、白鬚神社、
打下集落・琵琶湖岸、大溝港

・集合場所：JR近江高島駅

通年
所要時間：約2時間30分（短縮版90
分版もあります）

悲劇の古代クーデターの舞台であり、また多くの万葉歌が残された地でもあ
る「勝野津（かつのつ）」（現・乙女ヶ池付近）周辺。その南側には、近江
最古、パワースポットとして知られる白鬚神社と鵜川四十八体石仏群があり
ます。琵琶湖を望む街道沿いを歩き、この地に伝わるいにしえの物語をご案
内します。
（1週間前までに予約必要。申し込みは、電話連絡のうえ、ＦＡＸかＨＰ
［http://oomizo.shiga.jp］の申込フォームから。）

500円
大溝の水辺景観まちづくり協議会
　・TEL：0740-36-2011
　・メール：oomizo@gmail.com

高島市
まち歩き・
体験ＰＧ

針江生水の郷「かばた」見学ツアー
まち歩き
（常設）

針江地区
・集合場所：針江公民館

通年

見学時間
　10月：9時、10時30分、13時
　11月：10時30分、13時、14時
　12月～2月：10時30分、13時
　3月：10時30分、13時、14時
所要時間：約1時間30分

水が湧き出すまち”針江”。湧水を今も家庭の台所として利用される「かば
た」を散策ツアーでご案内します。
（前日までに予約必要）

1,000円
針江生水の郷委員会
　・TEL：0740-25-6566
　・メール：shozunosato@lapis.plala.or.jp
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市名 種別 事業名 区分 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

高島市
まち歩き・
体験ＰＧ

「大溝の水辺景観」～水辺の城下町を
歩く～ ※大溝祭の曳山特別公開付

まち歩き
（限定）

大溝城跡、乙女ヶ池、大溝港
、総門、まちわり水路、武家
屋敷地、万葉歌碑など

・集合場所：JR近江高島駅

10月1日(日)･28日(土)･
29日(日)、11月18日
(土)･19日(日)

出発時間：10時30分
所要時間：約4時間

独自の水辺景観と古い歴史を今に伝える、日本遺産「大溝の水辺景観」選定
地域です。大溝祭でしか見ることの出来ない「曳山」を解説付きで特別公開
します。各回、見学する曳山がかわります。
（1か月前までに予約必要。雨天および湿度の高い日は曳山見学はできませ
んので、あらかじめご了承ください。）

3,500円
大溝の水辺景観まちづくり協議会
　・TEL：0740-36-2011
　・メール：oomizo@gmail.com

高島市
まち歩き・
体験ＰＧ

2.4ｋｍの並木道と関西最大級の観光
栗園

まち歩き
（限定）

マキノピックランド 9月中旬～10月下旬 マキノピックランドくり拾いとメタセコイア並木散策
中学生以上1,600円
小学生800円

マキノピックランド
　・TEL：0740-27-1811
　・メール：picland@gaia.eonet.ne.jp

東近江市
まち歩き・
体験ＰＧ

白壁と舟板塀の町並み　近江商人のふ
るさと五個荘を巡る

まち歩き
（常設）

集合場所：ふらざ三方よし
《Ａコース》
ぷらざ三方よし、弘誓寺、外
村繁邸、外村宇兵衛邸、中江
準五郎邸、川中地蔵、金堂ま
ちなみ保存交流館、ぷらざ三
方よし　(解散)
《Ｂコース》
ぷらざ三方よし、弘誓寺、外
村繁邸、外村宇兵衛邸、中江
準五郎邸、川中地蔵、金堂ま
ちなみ保存交流館、馬場通
り、大城神社、近江商人博物
館・中路融人記念館（解散）

通年
所要時間
Ａコース：約1時間30分
Ｂコース：約2時間

重要伝統的建造物群保存地区にも選ばれた金堂の歴史的な町並みを歩きなが
ら、近江商人のお屋敷を見学します。近江商人屋敷では豪商の理念と共に暮
らしぶりや学びにも興味がわきます。水辺景観を演出する鯉通りの水路や川
戸にも注目。Aコースは基本コース（1時間半），Ｂコース（2時間）では商
人博物館で解散となります。

ガイド1名につき1,000円
・別途入館料必要
　Ａコース600円
　Ｂコース900円

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
まち歩き・
体験ＰＧ

市街地を貫く歴史街道　八日市まちあ
るき

まち歩き
（常設）

八日市駅発着（集合場所）
松尾神社、延命山、安土街
道・筏川、清水川、
本町通り商店街（御代参街
道）、市神神社、旧住井歯科
医院(ヴォーリズ建造物)、旧
新地

通年 所要時間：2時間

歴史ある落ち着いた街並みの八日市タウンを一緒に歩いてみませんか。歴史
街道や水辺のほとりに加え、少しレトロ感漂う駅前周辺や商店街、飲食街で
地元ガイドが八日市の隠れた魅力をお伝えします。
（最小催行人員5名）

ガイド1名につき1,000円
東近江市観光ボランティアガイド協会（八日市支
部）
　・TEL：0748-24-5652

東近江市
まち歩き・
体験ＰＧ

水辺景観と歴史・奇祭の町　どこか懐
かしい「伊庭の水辺集落」を巡る

まち歩き
（常設）

《伊庭地区》
大浜神社・仁王堂、妙金剛
寺、正厳寺と愛郷流水の碑、
謹節館（伊庭城址）、妙楽寺
と門内四カ寺、卯の時祭り乗
降場の跡、三つ橋跡と名古町
の水辺の暮らし、五軒町と捕
虜収容所跡、金比羅浜の伊庭
港跡

通年 所要時間：1時間30分

集落の中を縦横に張り巡らされた水路はかつて農作業や漁業に出掛ける田舟
が頻繁に往来をしていました。水路は現在、道路に変わり、半分ほどになり
ましたが水郷の趣を残しています。また、伊庭はかつて近江守護代の伊庭氏
の館があり、連歌師「宗祇法師」の出身地でもある歴史ある町。大浜神社は
天下の奇祭「伊庭の坂下し」ゆかりの神社。
（最小催行人員5名）

ガイド1名につき1,000円
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
まち歩き・
体験ＰＧ

木地師悠久の歴史と白洲正子「かくれ
里」の世界へ　秋景色の永源寺と木地
師発祥の地・奥永源寺を巡る

まち歩き
（限定）

大本山永源寺
木地師資料館
木地師工房
大皇器地祖神社
高松御所
道の駅奥永源寺

・集合場所：JR近江八幡駅

10月14日(土)・28日
(土）、11月11日(土)・
16日(木）・18日(土)・
23日(祝）

集合時間：9時30分
（解散時間：17時予定）

奥永源寺は琵琶湖の源流。一人では行きにくい「木地師のふるさと」奥永源
寺へガイド付きで案内します。惟喬親王伝説や白洲正子「かくれ里」の舞台
を訪ねる旅です。昼食は古民家にて地元食材をやイワナを中心とした旬の料
理です。
（最小催行人員10名）

9,500円
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
まち歩き・
体験ＰＧ

豪商達の心意気と文化が今も漂う町
五個荘「三方よし遺産」を巡る

まち歩き
（限定）

ぷらざ三方よし（集合場所）
衆心庵、萬松園(市田家）、
（中山道）
淡海女子実務学校跡、
紫陽花(昼食）、
大城神社、五個荘近江商人屋
敷(3館）、弘誓寺、金堂町並
み交流館、ぷらざ三方よし

10月8日(日)、10月29日
(日）

集合時間：9時45分
所要時間：約5時間30分

近江商人のふるさと五個荘には今も近江商人の理念や暮らしぶりを物語る多
くの産業遺産が残ります。このコースでは、普段は非公開の施設を含め、五
個荘の近江商人関連施設をじっくりと案内付きで巡ります。
（最小催行人員8名）

3,500円
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
まち歩き・
体験ＰＧ

秋景色の大本山永源寺で歴史と自然に
出会う

まち歩き
（限定）

大本山永源寺（集合場所）
永源寺八十八か所めぐり
昼食（もみじ茶寮）
お鍋屋敷、桑畑、岡本こん
にゃく

11月11日(土）・18日
(土）

所要時間5時間

ベストシーズンの永源寺を歴史からグルメまでの多様なテーマで街歩きしま
す。山間を流れる愛知川の清流と紅葉のコントラスト。永源寺では非公開の
山門等の特別見学に加え、八十八ヶ所めぐりにも案内します。昼食はこん
にゃく創作料理を。
（最小催行人員10名）

3,800円
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
まち歩き・
体験ＰＧ

今も息づく水郷のまちで、水の豊かさ
を知る　琵琶湖「二つの内湖」ウォー
キング

まち歩き
（限定）

大浜神社、謹節館(伊庭城
址）、妙楽寺（四ヵ寺）、カ
ヌーランド (伊庭内湖　昼
食）、干拓地跡、西の湖、常
楽寺港跡、北川湧水、城下町
跡

・JR能登川駅

10月22日(日)・11月12
日(日)・3月21日(祝）

集合時間9時45分
所要時間：約6時間

琵琶湖の二つの内湖を中心に、日本遺産伊庭の水辺集落、大中湖干拓地、安
土時代の常楽寺、湧水、安土城下町等をガイドの案内でめぐる自然と歴史豊
かなコースです。琵琶湖周辺部の文化と空気を味わってください。
（最小催行人員8名）

3,500円
一般社団法人東近江市観光協会
　・TEL：0748-48-2100
　・メール：info@higashiomi.net

米原市
まち歩き・
体験ＰＧ

清流地蔵川の流れる中山道醒井宿を行
く

まち歩き
（常設）

醒井宿
醒井宿資料館
居醒の清水

通年（月曜日を除く） 所要時間：1時間30分
醒井の地名の由来ともなった「居醒の清水」を源流とした地蔵川の流れに
沿って、今も風情ある町なみが続く醒井宿をまち歩きします。国の登録文化
財に指定される醒井宿資料館を見学します。

200円（醒井宿資料館入館
料）
※ボランティアガイドは別
途手配

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・
体験ＰＧ

地元ガイドが案内する徳源院の紅葉と
中山道柏原宿

まち歩き
（常設）

徳源院
柏原宿
柏原宿歴史観

・集合場所：JR柏原駅

11月中旬～下旬
集合時間：10時～
所要時間：2時間

青龍の庭と称される県指定の庭園を赤く染める紅葉は、まるで額縁に切り
取ったような美しさで、今秋大注目の紅葉の名所です。
中山道の宿場町で古い街並みが残る柏原宿。近江国と美濃国の国境で「寝物
語の里」として知られます。
地元観光ボランティアガイドが案内するので、地元民ならではの活きた話を
うかがい知ることができます。
（15日前までに予約必要）

1,000円
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

草津市
まち歩き・
体験ＰＧ

琵琶湖の４００万年の歴史と現代美術
の作品を嗜む”ちょこっとビワイチ”
湖南ツアー

まち歩きＰＧ
道の駅草津、琵琶湖博物館、
佐川美術館

通年

琵琶湖と美術を嗜む知的好奇心をくすぐるツアーです。
琵琶湖博物館では、世界に誇る古代湖・琵琶湖の自然とそこに暮らしてきた
人々の文化や琵琶湖の生態について体験していただきます。佐川美術館では
平山郁夫や佐藤忠良といった作家の作品が常設で見学できます。昼食では
ロックベイガーデンで認定を受けた近江牛を使用した名物近江牛御膳がおス
スメです。琵琶湖博物館から徒歩５分の所にある市立水生植物公園みずの森
で日本有数の水生植物のコレクションに触れていただくこともできます。ま
た、移動に関しては道の駅草津にてレンタサイクルを借り、湖岸沿いをサイ
クリングし”ちょこっとビワイチ(琵琶湖一周サイクリングのこと)”を楽し
めます。お土産では、お帰り前にミュージアムショップで琵琶湖博物館名物
巨大ビワコオオナマズの抱き枕はいかがでしょうか。

別途レンタサイクル代(保証
金1,000円、返却時に返金）
各施設入場料：みずの森・
琵琶湖博物館共通券850円、
佐川美術館1,000円

草津観光物産協会
　・TEL：077-566-3219
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市名 種別 事業名 区分 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

草津市
まち歩き・
体験ＰＧ

江戸から続く大動脈の交差点。東海
道・中山道の宿場町草津を歩く。

まち歩きＰＧ 草津宿本陣　ほか 通年

江戸時代の主要街道が分岐合流する宿場町草津。
この街にのこる街道文化を街歩きをしながら楽しんでいただきます。
国指定史跡草津宿本陣は東海道中に残る本陣としては日本最大級の規模であ
り、新撰組の隊士や当時の公家が宿泊した記録の残る大福帳（宿帳）を見学
できます。また、街道交流館には草津の街に現存する当時を連想させる様々
な用品や調度品が展示されています。太田酒造にて草津の街の酒造りを見学
いただき昼食をいただいた後、旅人の安全を見守った立木神社を参拝し、最
後にうばがもちやにて浮世絵にも書かれたうばがもちをお土産に買っていた
だきます。
（ガイド案内を希望される場合は、草津市ボランティアガイド協会への事前
申込が必要）

大人350円、小人180円
草津市ボランティアガイド協会
　・TEL：077-566-3219

守山市
まち歩き・
体験ＰＧ

佐川美術館を堪能する　～静かな湖畔
で芸術に触れる～

まち歩きＰＧ 佐川美術館　ほか 通年

佐川美術館では、平山郁夫、佐藤忠良、樂吉左衛門の常設展示のほか、個性
的な企画展は見ものです。また、水辺に浮かぶようにたたずむ建物そのもの
がアートであり、芸術性の高さは観る人を唸らせます。併せて、まるで湖畔
に浮かぶ船のような建物のセトレマリーナびわ湖では、地産地消を主とした
ランチがいただけます。レストランは、琵琶湖を一望できる素敵な空間で、
贅沢なひと時を演出してくれます。

佐川美術館1,000円
食事代

佐川美術館
　・TEL：077-585-7800
セトレマリーナ琵琶湖
　・TEL：077-585-1125

守山市
まち歩き・
体験ＰＧ

琵琶湖大橋まるごと探検ツアー まち歩きＰＧ
琵琶湖大橋

・集合場所：ピエリ守山
10月14日、28日

集合時間：10時
所要時間：約3時間

琵琶湖大橋を「中から」「下から」見て、歩いていただく琵琶湖大橋まるご
と探検ツアー（仮称）は、普段見ることができない検査路（橋の内部）と湖
上（橋の下）から琵琶湖大橋を体感していただき、参加者へ感動体験を提供
します。同時に、琵琶湖大橋の存在感を高め、湖上や琵琶湖大橋の魅力に改
めて触れていただく機会を創出します。

2,500円
守山市観光物産協会
　・TEL：077-582-1266

湖南市
まち歩き・
体験ＰＧ

冬の酒蔵めぐり～旧東海道を歩く～ まち歩きＰＧ 北島酒造、竹内酒造　ほか 2月11日 10時～16時頃まで

湖南市の旧東海道に蔵を構える、竹内酒造と北島酒造を訪ねながらスタンプ
を集めて歩く。
竹内酒造、北島酒造ともにいろんなお酒の試飲ができます。また、道中は地
元の方があったかい甘酒や、うどんなどでおもてなしを行います。集めたス
タンプの数によって記念品がもらえます。

500円程度
湖南市都市政策課
　・TEL：0748-71-2336

日野町
まち歩き・
体験ＰＧ

日野の歴史に触れる　～まちなか歴史
散策～

まち歩きＰＧ
歴史民俗資料館「近江日野商
人館」ほか

通年

歴史民俗資料館「近江日野商人館」にて館内見学(説明付)（約60分）→→→
日野まちかど感応館（旧正野玄三薬店）(約15分)→→→近江日野商人ふるさ
と館「旧山中正吉邸」（館内見学＆昼食）」（約90分）→→→「正明寺」禅
堂にて座禅体験（約60分）→→→その他社寺仏閣
※「近江日野商人館」～「ふるさと館」まではボランティアガイドが案内。
※上記箇所のほかに「信楽院」や「馬見岡綿向神社」などもガイド付きで案
内できます。
※昼食については、近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」にて、日本庭
園を眺めながら食べていただきます。
（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

日野町
まち歩き・
体験ＰＧ

花の町　秋の花名所巡り まち歩きＰＧ 滋賀農業公園　ブルーメの丘 10月～11月

レンタサイクルによる秋の花巡り。
「花の郷 日野ダリア園」にてダリア→→→日野町のカフェにて昼食(向町カ
フェ・らっこや等)→→→「ブルーメの丘」のコスモスやサルビアまた施設
入口付近の休耕田のコスモス畑
（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

日野町
まち歩き・
体験ＰＧ

昔と今、街を巡る、時を巡る　～日野
ひなまつり紀行　まち歩きツアー～

まち歩きＰＧ
近江日野商人ふるさと館「旧
山中正吉邸」

2月中旬～3月

昭和の初めにタイムスリップしたかのような、どこか懐かしい日野の街。そ
んな街並みの中で、各家々では、通りから見える様に約２００カ所でお雛さ
まが飾られます。また日野町特有の桟敷窓からお雛さまを見ていただけま
す。
特に「近江日野商人館」などの資料館では、非常に古くから伝わるお雛さま
が多数展示されています。そのほかにも期間限定で陶芸品等の展示・販売や
人力車の運行、祭囃子の演奏そしてお食事処、休憩所等が開設します。何か
新しい出会いがあるかもしれません。・・・
（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

豊郷町
まち歩き・
体験ＰＧ

豊郷小学校旧校舎群 特別見学ツアー まち歩きＰＧ 豊郷小学校旧校舎群 通年 9時～17時

数あるヴォーリズ建築の中でも、小学校の建物として当時は「東洋一の小学
校」「白亜の教育殿堂」と謳われ、竣工80年を迎える建物とは思えない威風
堂々たる佇まいを今日に見せてくれます。特に、当時の小学校では最先端の
理科実験器具を取り揃えた理科室や、レトロモダンな貴賓室は必見の価値あ
りです。
普段は見学できない非公開部屋（貴賓室・理科室・復元教室・屋上）を特別
に案内します。
（7日前までに予約必要）

10名以上：500円
・10名未満の申込も可（料
金は問い合わせください）

豊郷町観光協会
　・TEL：0749-35-3737
　・メール：info@toyosayo-kanko.jp

多賀町
まち歩き・
体験ＰＧ

開運！近江の地獄めぐり（拡大版） まち歩きＰＧ 多賀大社表参道絵馬通り 通年

500円の観光之御札を購入して絵馬通りを中心とした歩いて楽しんでいただ
くイベント（地獄めぐり）が、平成29年度からは「河内の風穴」「あけぼの
パーク多賀」「高取山ふれあい公園」の各施設入場料が100円引きがついて
きます。

観光之御札500円
多賀町観光協会
　・0749-48-1553

※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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