
湖都･古都 琵琶湖疏水で結ぶ旅
琵琶湖疏水通船復活事業

2017年4月9日(日)旅行実施日

①下り船コース(大津～京都)“琵琶湖疏水から東海道「宿場町大津」へ”
～小野小町ゆかりの月心寺と宿場町「大津」・桜の三井寺へ～

ご旅行代金 １９,８００円（お一人様）昼食付 募集定員６名様（最少催行人員５名様）
ﾀｸｼｰ ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ 東海道の名所

JR大津駅=====大津乗船場～～～(疏水通船乗船)～～～～蹴上下船場========月心寺・走井井筒、小野小町百歳像特別拝観===
8:30      8:40   9:00          9:50          10:10      10:30    11:00

※見学とお囃子体験 レトロな雰囲気でイタリアンの昼食 桜の名所

=======大津祭曳山展示館=========旧大津公会堂(昼食)=======三井寺========JR大津駅
11:20                        11:50        12:00                          13:00    13:10 14:40   15:00頃

【コースのポイント】
①月心寺 広重の浮世絵にも描かれた東海道随一の賑わいの地｢追分｣で繁昌していた走井茶屋の跡。小野小町百歳像を安置した百歳堂を特別拝観します。
②旧大津公会堂 大津市の代表的な近代建築物。建築当時の洋館の雰囲気をそのままに、飲食店も入った交流・商業施設となっている。

今回はその中のイタリアンレストラン「リストランテ･ラーゴ」での昼食をお楽しみいただきます。
③三井寺 近江八景「三井の晩鐘」で名高い天台寺門宗総本山。日本遺産にも登録されており、春は桜の名所としても知られている。

②下り船コース(大津～山科) “古道【小関越え】ウォーキング”
～琵琶湖疏水・毘沙門堂・三井寺 湖都古都さくら巡り～【歩行距離 約10㎞・雨天決行】

ご旅行代金 ８,３００円（お一人様）昼食付 募集定員6名様（最少催行人員5名様）
徒歩 徒歩 桜の名所

京阪浜大津駅･･････疏水取水口･･････大津乗船場～～～(疏水通船乗船)～～～山科下船場･･････････毘沙門堂･･･････
8:20                                  8:55   9:15                 9:40             9:50    10:00 10:30    

※疏水建築時の史跡を臨みながら古道で峠越え 桜の名所 門前で点心弁当 桜の名所

･･････【山科疏水散策道～小関越え】･････････････三井寺(拝観/昼食)････････大津絵の店･･･････長等公園････････JR大津駅
第一トンネルの上を通る峠道を歩きます 12:40   15:00     15:10 15:30 15:40 15:55    16:30  頃

【コースのポイント】
①毘沙門堂 天台宗京都五門跡の一であり｢毘沙門堂門跡｣と呼ばれる寺院。春は桜、秋は紅葉の名所としても知られる。
②小関越え 奈良時代より北陸へ抜ける近道であった古道。疏水第一トンネルの上を通っており第一竪坑や測量標石などの疏水に関する史跡が見られる。
③大津絵の店 江戸期より大津宿の代表的な土産物として有名な伝統民画｢大津絵｣。現在も当時の技法そのままに多数の作品が描かれ、展示・販売されている。

・⼤⼈・⼦供(⼩学⽣以上･保護者同伴のみ)同額、⼩学⽣未満参加不可 ・添乗員が同⾏致します。 ・貸切タクシーとジャンボタクシーを利⽤します。
【旅⾏代⾦に含まれるもの】旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃・料⾦、⾷事代、⼊場拝観料、添乗諸経費・諸費税等

・⼤⼈・⼦供(⼩学⽣以上･保護者同伴のみ)同額、⼩学⽣未満参加不可 ・添乗員は同⾏致しません。各所で地元ボランティアガイドが案内します。
【旅⾏代⾦に含まれるもの】旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃・料⾦、⾷事代、⼊場拝観料、ガイド諸経費・消費税等 ・⾬天決⾏のため、合⽻等の⾬具をご持参下さい。

公益社団法⼈びわ湖⼤津観光協会

③下り船コース(山科～京都) “蹴上散策 琵琶湖疏水の歴史を訪ねて”
ご旅行代金 ９,８００円（お一人様）昼食付 募集定員6名様（最少催行人員5名様）
徒歩 ※今も残る疏水建築時の史跡や建造物を案内 ホテルでランチビュッフェ

JR山科駅･･････山科乗船場～～～(疏水通船乗船)～～～蹴上下船場･････インクライン･････南禅寺水路閣･･････ウェスティン都ホテル京都
9:10   9:30            9:50                                          10:15 10:30     12:00          13:00頃

【コースのポイント】
①蹴上エリア 乗下船場のある旧御所水道ポンプ室をはじめ、インクライン、南禅寺水路閣、赤煉瓦のトンネル｢ねじりまんぽ｣など琵琶湖疏水の歴史を

感じられる見どころが集まる場所。桜の名所としても知られる。
②ウェスティン都ホテル京都 ホテルの創業は1890年に琵琶湖疏水の開通と合わせて現在の地に開業した遊園｢吉水園｣から。京都の近代史に名を刻むホテル。

・⼤⼈・⼦供(⼩学⽣以上･保護者同伴のみ)同額、⼩学⽣未満参加不可 ・添乗員は同⾏致しません。各所で地元ボランティアガイドが案内します。
【旅⾏代⾦に含まれるもの】旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃・料⾦、⾷事代、⼊場拝観料、ガイド諸経費・消費税等

④下り船コース(大津～京都)  “大津百町まちあるきと疏水の歴史を訪ねて“
ご旅行代金 １２,５００円（お一人様）昼食付 募集定員12名様（最少催行人員10名様）

徒歩 老舗の造酒屋見学と湖国三大祭の一つ大津祭の御囃子体験 だいず屋｢近江牛釜めし膳｣ ﾀｸｼｰ

JR大津駅･････大津百町まちあるき(平井商店・大津祭曳山展示館・大津百町館～町屋のレストランで昼食）========大津乗船場～～～
9:00              昼食(11:00～) 11:50 12:05    12:25/12:45※

徒歩

～～～(疏水通船乗船)～～～～蹴上下船場･･････インクライン･･････南禅寺・水路閣･･･････琵琶湖疏水記念館･･････････蹴上駅
13:15/13:35  13:45 15:00                         15:30     15:40  頃

【コースのポイント】
①大津百町 江戸時代、東海道の宿場町として栄えた大津は百余の町が集まり様々な物と人が行き交ったことからその賑わいぶりが“大津百町”と呼ばれ、

商人たちは町家を舞台に様々な活躍をみせた。その町で老舗の造酒屋、湖国三大祭の一つ｢大津祭｣の曳山展示館、今も残る町屋等を見学します。
②琵琶湖疏水記念館 琵琶湖疏水の歴史を今に伝える記念館。インクライン、南禅寺水路閣などと共に琵琶湖疏水の歴史を感じて頂ける施設です。

※ 疏⽔通船は2便に分かれて乗船します。 ・⼤⼈・⼦供(⼩学⽣以上･保護者同伴のみ)同額、⼩学⽣未満参加不可 ・添乗員は同⾏致しません。各所で地元ボランティアガイドが
案内します。【旅⾏代⾦に含まれるもの】旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃・料⾦、⾷事代、⼊場拝観料、ガイド諸経費・消費税等

明治期の先人が築いた産業遺産“琵琶湖疏水”で春の古都大津・京都の歴史文化と味覚を楽しむ旅
【疏水で京都から大津へ～上り船初試行！】

全７コース設定



【旅⾏企画・実施】
滋賀県知事登録旅⾏業 地域-243号 (⼀社)全国旅⾏業協会正会員

公益社団法⼈ びわ湖⼤津観光協会
滋賀県⼤津市御陵町2-3 市⺠⽂化会館2F

⼤津市・草津市・守⼭市・野洲市・近江⼋幡市
⾼島市・京都市・宇治市・宇治⽥原市

【お問合わせ・お申込は】

TEL:077-528-2772
FAX:077-521-7330 E-MAIL:info@otsu.or.jp

(公社)びわ湖⼤津観光協会

○募集型企画旅行契約
この旅行は、公益社団法人びわ湖大津観光協会が企画・実施する旅行で
あり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約を締
結していただくことになります。契約の内容は記載されている条件のほか、
下記条件、出発前にお渡しする確定書面及び当協会旅行業約款募集型企
画旅行契約の部によります。

○旅行の申込および契約成立時期
ご旅行のお申し込みは、当協会所定の申込書に記載した必要事項を、電
話・メール・ＦＡＸにて連絡いただき当協会が予約承諾の旨を通知した翌日
から起算して7日以内に申込書の提出と申込金の支払いをして頂きます。
旅行契約は、当協会が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立
するものとします。

申込金（全コース） ４,０００円（お一人様）

○旅行代金のお支払い方法
旅行代金（申込金を除く残金）は旅行出発日の前日からさかのぼって13日
目にあたる日より前にお支払い下さい。

○取消料
お申し込み後、お客様の都合で契約を解除される場合は次の金額を取消
料として申し受けます。なお、取消の連絡は下記営業時間内にお電話でお
願いします。 当協会事務局営業時間外の取消は、翌営業日の取消扱い
となります。
〔取消日 取消料〕
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①１１日目にあたる日以前の解除 無 料

②１０日目に当たる日以降に解除する場合 旅行代金の２０％
③７日目に当たる日以降に解除する場合 旅行代金の３０％
④旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の４０％
⑤旅行開始当日に解除する場合 旅行代金の５０％
⑥旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の１００％

○特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一
定の損害については、当協会の故意、過失の有無にかかわらず特別補償
規定に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いいたします。

○国内旅行傷害保険加入について
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をおかけになるこ
とをお勧めいたします。

○個人情報の取り扱い
(1) 当協会は旅行申込の際にご提供いただいた個人情報についてのお客
様との連絡や運送、宿泊機関等の手配及びそれらのサービスの受領のた
めに必要な範囲内で利用させていただきます。
(2) 当協会では、取り扱う商品、サービス等のご案内、ご意見、ご感想の提
供・アンケートのお願い・統計資料の作成・本旅行時撮影の写真を使用した
パンフレット等の作成にお客様の個人情報を利用させていただく事があり
ます。

○旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０１７年２月１日を基準としています。また、旅行代金は
２０１７年２月１日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

ご旅行条件書（抜粋） お申込の際には、必ずご旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。【疏水船乗船についてのご注意】

・気象状況等により疏水船が欠航の場合、
行程の変更またはツアーを中止します。

・運航コースには長く暗いトンネル区間があ
り、波による船の揺れもございます。自力
でご着席いただけるなど、背もたれの無い
座席への乗船に支障のないことをご確認下
さい。

・乗船中はライフジャケットを着用します。
・乗下船場及び乗船中において，飲食及び
喫煙はできません。

・ペットは同乗できません。
・船上、特にトンネル内は地上よりも気温が
下がる為、各自で防寒対策をして下さい。

・乗船座席の指定は出来ません。

募集型企画旅⾏
実施可能区域

（営業時間） ⽉〜⾦ 8:40〜17:25
（休業⽇） ⼟・⽇・祝⽇

国内旅⾏業務取扱管理者 ⽥中 眞⼀

⑤下り船コース(大津～京都)  大津京遷都１３５０年の歴史を訪ねて
ご旅行代金 １２,０００円（お一人様）昼食付 募集定員6名様（最少催行人員5名様）

徒歩 大津京へ遷都された天智天皇が御祭神 ﾀｸｼｰ 博物館学芸員による解説付き

JR大津京駅･････史跡：近江大津京錦織遺跡････････近江神宮(境内・時計館宝物館・近江勧学館)========大津歴史博物館(見学・昼食)･････
9:10 9:25 10:10     10:20 11:40   11:50     びわ湖を眺めてランチ 13:40

天智天皇・大津京ゆかりの寺社 天智天皇陵の側を疏水船で通過

･･････三井寺(拝観)･･････････長等神社･･････････大津乗船場～～～(疏水通船乗船)～～～～蹴上下船場（解散）
13:50               14:50       15:00         15:20 15:25             15:45                                            16:35                   16:45頃

【コースのポイント】
①近江神宮 御祭神は奈良から大津京へ遷都した天智天皇。天智天皇は日本で初めて漏刻(水時計)をつくったことから時計の始祖としても知られ、

境内には時計館宝物館が設置され漏刻や日時計なども設けられている。百人一首かるた名人･クイーン戦でも知られる競技かるたの聖地。
②大津歴史博物館 大津の歴史と文化を映像や模型でわかりやすく紹介した博物館。今回は,博物館学芸員による解説で大津京に関する展示を見学します。

・⼤⼈・⼦供(⼩学⽣以上･保護者同伴のみ)同額、⼩学⽣未満参加不可 ・添乗員は同⾏致しません。各所で地元ボランティアガイドが案内します。貸切タクシーを利⽤します。
【旅⾏代⾦に含まれるもの】旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃・料⾦、⾷事代、⼊場拝観料、ガイド諸経費・消費税等

※ 疏⽔通船は2便に分かれて乗船します。 ・⼤⼈・⼦供(⼩学⽣以上･保護者同伴のみ)同額、⼩学⽣未満参加不可 ・添乗員が同⾏致します。
【旅⾏代⾦に含まれるもの】旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃・料⾦、⾷事代、⼊場拝観料、添乗諸経費・消費税等

⑥上り船コース(京都～大津)  琵琶湖疏水･坂本･比叡山パノラマ周遊コース
～比叡山･びわ湖～山と水と光の廻廊
ご旅行代金 １５,８００円（お一人様）昼食付 募集定員8名様（最少催行人員6名様）
地下鉄 徒歩 徒歩 京阪電車 徒歩

三条駅‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐蹴上･････インクライン･････蹴上乗船場～～～(疏水通船乗船)～～～大津下船場･････三井寺駅‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐坂本駅･････
9:40 9:50                               10:25       10:45/11:05※ 11:20/11:40 12:00               12:10                12:24

芙蓉園本館 ｹｰﾌﾞﾙｶｰ ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ

･･････坂本（石積みの町並み・旧里坊で昼食）･･･････ケーブル坂本駅+++++++++ケーブル延暦寺駅･････延暦寺（東塔地区拝観）======
12:30                昼食(12:45～13:30) 14:10     14:30                    14:30        14:41                                                           16:14                           

ﾛｰﾌﾟｳｪｲ ｹｰﾌﾞﾙｶｰ 叡山電車 京阪電車

=====比叡山頂駅+++++++++比叡駅++++++++++八瀬駅・八重比叡山口駅‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐出町柳駅‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐三条駅
16:36                                      16:55                                      17:15                                   17:40頃

【コースのポイント】
①坂本エリア 比叡山延暦寺の門前町として栄えた里坊の町。穴太衆石積みの石垣の町としても知られる。国の伝統的建造物群保存地区。
②延暦寺(東塔地区) 世界遺産･比叡山延暦寺の三塔十六谷の中心で、延暦寺総本堂の根本中堂をはじめ、大講堂、法華総持院東塔、戒壇院などの

重要な堂塔や国宝殿、書院などが集まる地区。国宝の根本中堂は昨年より約10年かかる平成の大改修が行われている。

⑦上り船コース(京都～大津)  水の路でつながる古都と湖都～疏水から琵琶湖へ
～琵琶湖周航の歌１００周年と遊覧船ミシガン･ミニクルーズ～

ご旅行代金 ９,８００円（お一人様）募集定員8名様（最少催行人員6名様）
地下鉄 徒歩 徒歩

三条駅‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐蹴上駅･････インクライン･････蹴上乗船場～～～～(琵琶湖疏水通船)～～～～大津下船場････････疏水取水口･･････
13:20 13:30                               13:50       14:10/14:30※ 14:45/15:05 15:15

ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ 琵琶湖の船上から疏水取水口展望

･･･････三保ヶ崎(琵琶湖周航の歌･歌碑)=======柳が崎湖畔公園(びわ湖大津館)～～～(遊覧船ミシガン乗船)～～～大津港･･････浜大津駅
15:25                                                 15:40     15:50                                              16:10      16:30             16:40頃

【コースのポイント】
①琵琶湖周航の歌･歌碑 滋賀県のご当地ソングとして有名な琵琶湖周航の歌は今年が誕生100周年。疏水取水口のある三保ヶ崎には歌碑が建立されている。
②びわ湖大津館 ｢湖国の迎賓館｣といわれた大津を代表する近代建築物の一つ｢旧･琵琶湖ホテル本館｣がリニューアルされた文化施設。館内にはレストラン

やショップがあると共に約5,900㎡のイングリッシュガーデンも併設し四季折々の花々と琵琶湖の景色を楽しむことが出来る。
※ 疏⽔通船は2便に分かれて乗船します。 ・⼤⼈・⼦供(⼩学⽣以上･保護者同伴のみ)同額、⼩学⽣未満参加不可 ・添乗員は同⾏致しません。各所で地元ボランティアガイド

が案内します。【旅⾏代⾦に含まれるもの】旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃・料⾦、⾷事代、⼊場拝観料、添乗諸経費・消費税等
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