滋賀・びわ湖

滋賀の！
トリセツ

自然・歴史からお祭りまで!
「温泉」
・
「物産」情報もこれ一冊！

大らかでうるわしい
滋賀の自然
雄大な琵琶湖と周囲を取り囲む美しい山々
自然に恵まれた滋賀県は、山にも里にも、水辺にも、
その美しさに息を呑む絶景があります。
どこか懐かしいぬくもりに心癒されたり
大らかさに日々の忙しさを忘れたり
訪れるたびに発見や感動に出会える多彩な魅力を備えています。

なぎさ公園の菜の花

琵琶湖の東岸にある第１なぎさ公園は１月から２月にかけ
て、約12,000本の早咲きの菜の花 “カンザキハナナ” と、
対岸に見える雪を頂いた比良山系とのコントラストが楽し
めるビュースポットです。
●守山市今浜町地先／栗東ICから約30分
TEL.077-582-1266（守山市観光物産協会）

小入谷の雲海

10月から11月にかけての冷え込んだ早朝に雲海が
見られるスポット。
●高島市朽木小入谷／JR安曇川駅から車で約90分
TEL.0740-33-7101（びわ湖高島観光協会）

02

白鬚神社

湖中に朱塗りの大鳥居があり、近江の厳島とも呼ば
れる近江最古の大社。
●高島市鵜川215／JR近江高島駅から車で約５分
TEL.0740-36-1555

日本
遺産

余呉湖

天女の羽衣伝説が残る神秘の湖で、
「鏡湖」とも呼ばれ
ています。
●長浜市余呉町／木之本ICから約10分
TEL.0749-82-5909（奥びわ湖観光協会）
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奥琵琶湖パークウェイの景観

奥びわ湖と竹生島の自然美、つづら尾崎展望台から見渡す
眺望は最高です。
●長浜市西浅井町岩熊～菅浦／木之本ICから20分
TEL.0749-82-5909（奥びわ湖観光協会）

湖北・湖西エリア／マップ

水郷めぐり

ヨシの群生地など、四季折々の風景をのんびり楽しむ 遺産
ことができます。
●近江八幡市／竜王ICから近江八幡市内へ
TEL.0748-33-6061（近江八幡駅北口観光案内所）

三上山（近江富士）

御上神社のご神体で、美しい山容から近江富士と
も呼ばれています。
●野洲市三上／栗東ICから約15分
TEL.077-587-3710（野洲市観光物産協会）
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花と緑に心奪われる
息を呑むほど見事な桜並木、凛として佇む桜の古木
百花繚乱の高山植物や色鮮やかな花の絨毯
鮮やかな緑に癒される山々・
・
・
春から夏にかけて滋賀を彩る美しい自然は
訪れる人を魅了し、心を酔わせます。

琵琶湖疏水の桜

明治時代に開削された琵琶湖疏水。取水口からトンネ
ルまでの両岸に続く桜並木は、山手にある三井寺の桜
と一体となって、ソメイヨシノやヤマザクラが咲き誇る
滋賀県屈指の桜の名所。ライトアップも行われて、毎年
大勢の花見客でにぎわいます。
●大津市三井寺町／京阪三井寺駅下車 徒歩３分
TEL.077-522-3830（大津駅観光案内所）

海津大崎の桜並木

約800本の華麗なソメイヨシノが、琵琶湖岸に延々４㎞にわたって桜のト
ンネルをつくります。澄んだ湖と遠くに望む竹生島とのコントラストが美し
く、
「日本のさくら名所100選」にも選ばれているほど。見頃は４月10日頃
になることが多く、近畿圏では遅咲きの桜の名所として知られています。
●高島市マキノ町海津／JR湖西線マキノ駅下車 バスで「海津大崎口」下車
TEL.0740-28-8002（マキノツーリズムオフィス）

日本
遺産

English Garden
ローザンベリー多和田

バラと山野草が植えられた広大なガーデン散策のほか、ブ
ルーベリーや野菜の収穫体験、動物との触れ合い体験や
バーベキューなどが楽しめる。
●米原市多和田605-10／米原ICから8分
TEL.0749-54-2323

花の寺「石山寺」

日本
遺産

紫式部ゆかりの花の寺として名高い石山寺。春から初夏にか
けてさまざまな種類の桜やスイセン、ツツジ、シャガ、ハナ
ショウブなどが咲き誇ります。
●大津市石山寺1-1-1／京阪石山寺駅下車 徒歩10分
TEL.077-537-0013

志那三郷の藤

砂ずりの藤と呼ばれる藤の大樹で有名な三大
神社は毎年４月下旬から５月上旬にかけて多く
の参拝者で賑わいます。境内の藤棚は圧巻！
●草津市志那町３０９
JR草津駅下車バス２０分「北大萱」下車徒歩５分
TEL.090-6247-2240（藤古木保存会）
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自 然（ 春・夏 ）
自 然（ 秋・冬 ）
歳 時 記・伝 統 芸 能（ 祭 ）

伊吹山頂の花畑

滋賀県最高峰で百名山の一つ「伊吹山」。国の天然記念物に指定されている山頂の花畑
は高山植物の宝庫。春から初秋にかけて、イブキトラノオやシモツケソウ、ユウスゲ、イブ
キトリカブドなど、色とりどりの花が咲き乱れます。
●米原市上野ほか／関ヶ原IC・長浜ICから｢登山口｣まで20分
TEL.0749-58-2227（米原観光協会）

滋賀農業公園「ブルーメの丘」
歴 史・文 化

園 内にある広 い 花 畑 で は 、1 0 万 本 の
チューリップや100万本の菜の花、夏に
はポーチュラカやひまわりが花の絨毯の
ように咲きそろいます。
●日野町西大路843
近江鉄道日野駅下車 バス15分
「幅野町」下車 徒歩10分
TEL.0748-52-2611

温 泉 ／ 日本 遺 産

標高627mの山頂に広がる約
5万㎡の敷地に、約50種35万
球のユリが植えられ、色とりど
りの花を次々と咲かせます。リ
フトに乗って眼下に広がる花畑
を楽しむのもお勧めです。
●高島市今津町日置前／JR
近江今津駅からバス約20分
「箱館山」下車
TEL.0740-22-2486
（箱館山スキー場）

物 産（ お土 産 ）

びわこ箱館山ゆり園

ビワイチ＆アクティビティ

湖 南エリア
湖 東エリア

畑のしだれ桜

金勝山

湖北・湖西エリア／マップ

茶畑に囲まれた小高い丘にある、樹齢400年を越え
るといわれるエドヒガンの仲間のしだれ桜。大きく垂
れた枝いっぱいに、桜が満開となる様子は圧巻です。
●甲賀市信楽町畑
信楽高原鐵道信楽駅下車 車で15分
TEL.0748-82-2345（信楽町観光協会）

「天狗岩」や「耳岩」など奇岩と緑のコントラストが鮮やかな、金勝
山のハイキングコースには、絶景ポイントも数多くあって、変化に
富んだ山歩きを楽しむことができます。
●栗東市荒張～大津市上田上桐生町
草津駅から帝産バスで30分「上桐生」下車ほか
TEL.077-551-0126（栗東市観光物産協会）
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紅にときめき、
純白に癒される
大自然がつくり出した見事な綴織に酔い

善水寺

岩根山の中腹にあり荘厳な本堂は国宝。本尊の木
造薬師如来坐像など30体の仏像が安置され、そ
のうち15体が重要文化財に指定されています。
●湖南市岩根3518
竜王ＩＣ・栗東湖南ＩＣから約15分
TEL.0748-72-3730

白銀に輝く世界に癒される
錦秋から清らかな白へ
移り行く季節に合わせて
多彩に表情を変える滋賀の自然が
心に鮮やかな想い出を刻みます。

湖南三山

湖 南 市にある天 台 宗の古 刹「 常 楽 寺 」
「長寿寺」
「善水寺」は、総称して湖南三山と呼ばれています。
三カ寺とも創建は奈良時代までさかのぼり、紅葉に
彩られた季節は、特に趣きのある風情が楽しめます。

常楽寺

長寿寺

湖南市最古の名刹で、本堂は鎌倉初期の建物で
国宝、本尊の地蔵菩薩（秘仏）
を安置しています。
●湖南市東寺5丁目1-11／栗東ICから約20分
TEL.0748-77-3813

長寿寺と同じく良弁僧正によって創建され、国宝
の本堂には千手観音（秘仏）
を安置しています。
●湖南市西寺6丁目5-1／栗東ICから約20分
TEL.0748-77-3089（要予約）

永源寺

南北朝時代に開山した臨済宗永源寺派の大本山。モミジ・
カエデの多い参道や、鈴鹿の山々を借景にした庭園な
ど、秋は美しさが一層際立ちます。
●東近江市永源寺高野町41／八日市ICから約20分
TEL.0748-27-0016

奥伊吹スキー場・モーターパーク

初心者から上級者向けまで12コースある関西最大級のス
キー場。レストランなどの施設も充実。オフシーズンはJAF公
認のモーターパークとして走行会などを開催しています。
●米原市甲津原奥伊吹／米原ICから約50分
TEL.0749-59-0322

竹生島

日本
遺産

都久夫須麻神社と西国30番札所宝厳寺があり、琵琶湖に浮か
ぶ聖地として古くから信仰を集めた島。近年は琵琶湖第一のパ
ワースポットとして注目を集めています。
●長浜市早崎町竹生島／長浜港から船で約30分
TEL.0749-65-6521（長浜観光協会）
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自 然（ 春・夏 ）

巨石を配した庭園のほか、山門や本堂が紅葉
に彩られる様子は息をのむ美しさです。
●東近江市百済寺町323／八日市ICから約10分
TEL.0749-46-1036

湖東三山

三重塔や国宝の本堂、名勝庭園「蓬莱
庭」のある境内には、約1000本のモミジ
が植えられています。
ＩＣから約3分
●甲良町池寺26／湖東三山Ｓ
TEL.0749-38-4008

竜王町鏡はかつて東山道
の宿場として栄え、今に残
る元服池は、源義経が髪を
剃り元服した場所として知
られています。
●蒲生郡竜王町鏡
竜王ＩＣから約15分
TEL.0748-58-3715（竜王町観光協会）

鶏足寺（旧飯福寺）

金剛輪寺

国宝の本堂や３つの庭園、紅葉に
映える三重塔などが見事。シャクナ
ゲの名所としても知られています。
●愛荘町松尾寺874
湖東三山SICから1分
TEL.0749-37-3211

最澄が再興したと伝えら
れ る己 高 山 の 真 言 宗 寺
院。参道の石段を彩るモミ
ジの古木が楽しめます。
●長浜市木之本町古橋
木之本ICから約10分
TEL.0749-82-5909
（奥びわ湖観光協会）

物 産（ お土 産 ）

西明寺

元服池

歴 史・文 化

鈴鹿山麓に営まれた「西明寺」
「金剛輪寺」
「百済寺」の三つの天台宗寺院“湖東三山”
は、紅葉の名所として名高く、毎年たくさん
の観光客でにぎわいます。各寺院とも国指
定の文化財や庭園など、紅葉以外の見どこ
ろもたくさんあって楽しめます。

全国約3,800の「山王さん」の総本宮で、日吉造といわれる本
殿は国宝。渓流が流れる境内には美しい社殿が点在し、秋は紅
葉に映えて美しい眺めが楽しめます。
●大津市坂本5-1-1／京阪坂本駅 下車 徒歩10分
TEL.077-578-0009

歳 時 記・伝 統 芸 能（ 祭 ）

百済寺

自然
然
（秋
秋・
・冬
自
（
冬）
）

日本
遺産

日吉大社

温 泉 ／ 日本 遺 産
ビワイチ＆アクティビティ

湖 南エリア
湖 東エリア
湖北・湖西エリア／マップ

冬のメタセコイア並木

約500本のメタセコイアが植えられたマキノ高原へのアプロー
チ道。春の芽吹き・新緑、夏の深緑、秋の紅葉、冬の裸樹・雪花と
四季折々に美しい景観が楽しめます。
●高島市マキノ町寺久保／京都東ICから国道161号線経由約90分
TEL.0740-27-1811（マキノピックランド）
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四季を彩る
湖国の伝統行事
村々に受け継がれてきたゆかしいしきたりや
町衆の心意気が伝わる祭りのにぎわいの中に
春夏秋冬、自然の恵みと神仏の加護に感謝をささげ
豊かな恵みと家族の幸せを祈る心がある──
湖国には多彩な祭礼や伝統行事が今も大切に伝えられています。

万灯祭

祖先霊の守護を祈念して、
８月３日から５日まで、多
賀大社の御祭神である伊邪那美命に感謝の献灯
を行う祭。1万数千灯の提灯が夏の夜を彩り、幻想
的な雰囲気を醸し出す中で、ライブイベントなどが
催され、参道では万灯市も開かれます。
●犬上郡多賀町多賀604／彦根ＩＣから15分

長浜曳山まつり

４月に行われる長濱八幡宮
の春の祭礼で日本三大山車
祭りの一つ。絢爛豪華な曳
山の上では、華麗な子ども
歌舞伎が奉納されます。
ユネスコ無形文化遺産にも
登録されています。
●長浜市街地一帯
ＪＲ長浜駅下車 徒歩15分

草津宿場まつり

4月下旬に行われるかつて宿場町として栄
えた草津を再現するまつりで、メインイベ
ントの時代行列のほか、ステージイベント
などでにぎわいます。
●JR草津駅・草津市役所周辺
JR草津駅下車

滋賀の歳時記 一 覧

睦月
上旬

1月

勝部の火まつり（勝部神社／守山市勝部）

浮気の火まつり（住吉神社／守山市浮気町）
中旬～
３月中旬

西市辺町裸まつり（法徳寺薬師堂／東近江市市辺町）
長浜盆梅展（慶雲館／長浜市港町）

如月
中旬

2月

弥生
中旬
下旬

中旬

上旬

山王祭（日吉大社／大津市坂本）

5月

伊庭の坂下し祭（繖峰三神社／東近江市伊庭町）
鍋冠まつり（筑摩神社／米原市朝妻筑摩）
大溝祭（日吉神社／高島市勝野）

4月

八幡まつり（日牟禮八幡宮／近江八幡市宮内町）

五箇まつり（大城神社／東近江市五個荘金堂町）

田村神社厄除大祭（田村神社／甲賀市土山町）

皐月

比良八講（近江舞子中浜水泳場／大津市）

卯月
下旬

08

びわ湖開き（大津港／大津市浜大津）

3月

竜法師の花ばい（天満宮／甲賀市甲南町）

兵主祭（兵主大社／野洲市五条）

水無月
上旬

御田植祭（多賀大社／多賀町）

漏刻祭（近江神宮／大津市神宮町）

6月

自 然（ 春・夏 ）
自 然（ 秋・冬 ）
歳
統芸
芸能
能（
（祭
祭）
）
歳時
時記
記・
・伝
伝統

日野祭

歴 史・文 化

５月２日と３日に行われる、800年以上の歴史を持
つ馬見岡綿向神社の春の例祭。美しい見送り幕や
彫刻で飾られた10数基の曳山と、
３基の神輿が巡
行します。
●馬見岡綿向神社：蒲生郡日野町村井705
近江鉄道日野駅からバス10分「向町」下車

物 産（ お土 産 ）

ケンケト踊り

ひこね城まつりパレード

子供大名行列や時代風俗行列、町火消し列、一文字笠
列、井伊の赤鬼家臣団列など総勢1,000名による豪華
な時代絵巻が、毎年11月３日に繰り広げられます。
●彦根城：彦根市金亀町1-1
JR彦根駅下車 徒歩10分

温 泉 ／ 日本 遺 産

５月３日に行われる瀧樹神社の祭礼で、鮮やかな衣装
を身につけた６人の男の子が、太鼓や鉦の囃子に合わ
せて踊りを奉納します。国の選択無形民俗文化財。
●甲賀市土山町前野
ＪＲ貴生川駅からバス25分「東前野」下車 徒歩3分

左義長まつり

大津祭

体育の日の前日・前々日に行われる天
孫神社の祭礼で湖国三大祭の一つ。
優雅なお囃子とともに、ゴブラン織り
や精巧な金具で飾られた、豪華絢爛
な13基の曳山が巡行します。
●天孫神社：大津市京町三丁目3-36
JR大津駅下車 徒歩3分

ビワイチ＆アクティビティ

毎年３月に日牟禮八幡宮で五
穀 豊 穣を願って 行われる祭
礼。干支にちなんだダシ「左
義長」が町中を練り歩き、クラ
イマックスには左義長に火が
放たれます。
●近江八幡市宮内町257
JR近江八幡駅から
バス６分「小幡町」下車

湖 南エリア

千草盆

文月
下旬

黒滝の花笠太鼓踊り（惣王神社／甲賀市土山町）
大原祇園祭（大鳥神社／甲賀市鳥居野）

葉月
上旬

8月

伊崎の棹飛び（伊崎寺／近江八幡市白王町）
びわ湖大花火大会（大津港一帯／大津市）

中旬

船幸祭（建部大社／大津市瀬田川一帯）

長月
上旬

9月

上砥山の太鼓踊り（日吉神社／栗東市上砥山）

中旬～ 玄宮園で虫の音を聞く会
下旬
（彦根城玄宮園／彦根市金亀町）

神無月
中旬

霜月
中旬

公家奴振り（福田寺／米原市長沢）

師走
10月

三上のずいき祭り（御上神社／野洲市三上）

上旬
下旬

11月
湖北・湖西エリア／マップ

中旬

7月

湖 東エリア

毎年８月７日に男子出産の
御礼として、
「ヤッサ」と呼
ばれる千草と草花で作った
飾り物を金山神社に奉納
し、子どもの成長を願う伝
統行事。
●犬上郡甲良町 金屋
JR河瀬駅から車で20分

12月

お火焚大祭（太郎坊宮／東近江市小脇町）
鬼追式（比叡山延暦寺／大津市坂本本町）

長浜出世まつり（長浜市市街地）

信楽陶器まつり（甲賀市信楽町一帯）
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心にふれる歴史と
文化に出会う
都に近く、都と東国や北国を結ぶ交通の要衝として
古くから栄え、豊かな文化を育んだ近江
社寺や街道、歴史を伝える建物などを訪ねて
長い年月に育まれた多彩な文化にふれたり
古人の足跡をたどったりすることで
心にふれる歴史や文化に出会えるかもしれません。

豊郷小学校旧校舎群

近江商人・古川鉄治郎によって寄贈され、建築家ウィ
リアム・メレル・ヴォーリズの設計で昭和12年に完成
した豊郷小学校旧校舎群は、当時「東洋一の小学校」
と讃えられました。現在は、町立図書館など町の複合
施設として利用されています。
●豊郷町石畑518番地／近江鉄道豊郷駅下車 徒歩10分
TEL.0749-35-3737（豊郷町観光協会）
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長浜城（長浜城歴史博物館）

豊臣秀吉が城主として過ごした長浜城は、江戸時代前期
に廃城になり、遺構は彦根城などに移築されました。昭和
58年に安土桃山時代の城郭を模して城が復元され、内部
は歴史博物館として秀吉や長浜に関する資料などが展示
されています。
●長浜市公園町10-10／JR長浜駅下車 徒歩8分
TEL.0749-63-4611

歴史民俗資料館「近江日野商人館」

日野商人の名家・山中兵右衛門の旧宅を活用した資料館。
典型的な日野商人本宅の特徴を示す建物で、館内には初
期の行商品や道中具、店頭品をはじめ、家訓などが展示さ
れ、日野商人の歴史と商いぶりなどを伝えています。
●日野町大窪1011
近江鉄道日野駅下車 バス「大窪」下車 徒歩５分
TEL.0748-52-0007

日本
遺産

自 然（ 秋・冬 ）

金勝山の頂上近く、静寂なたたずま
いの中にある天台宗の古刹。奈良時
代に良弁が開基したと伝えられ、湖
南地方の仏教の一大拠点として栄え
ました。
●栗東市荒張1394
栗東ICから約30分
TEL.077-558-0058

自 然（ 春・夏 ）

世界
遺産

金勝寺

多賀大社

比叡山延暦寺

銅鐸博物館（野洲市歴史
民俗博物館）

西応寺

物 産（ お土 産 ）

草津宿本陣

草津宿は東海道と中山道が分岐・合
流する交通の要衝で、大名公家など
貴人の宿泊所であった本陣には、建
物だけでなく大福帳などの貴重な資
料も残っています。
●草津市草津一丁目2-8
JR草津駅下車 徒歩10分
TEL.077-561-6636

歴史
史・
・文
文化
歴
化

西暦788年（延暦7年）に最澄が開いた天
台宗の総本山。山全体が寺域で、根本中堂
を中心とした東塔、釈迦堂を中心とした西
塔、横川の３地区に分かれ、国宝・重要文化
財の指定を受けた建物が点在しています。
日本仏教の一大聖地として、平成６年には
世界文化遺産に登録されています。
●大津市坂本本町4220
JR比叡山坂本駅下車 徒歩20分
坂本ケーブル終点下車
TEL.077-578-0001

市内の大岩山から明治14年に出土
した銅鐸14個、昭和37年に出土し
た銅鐸10個を中心に、弥生時代のカ
ネや銅鐸に関する資料が展示されて
います。
●野洲市辻町57-1
栗東ICまたは竜王ICから15分
TEL.077-587-4410

奈良時代に良弁僧正が創設した古刹。当時は、数多くの僧坊が偉容を誇っていました
が、織田信長の兵火によってほとんどが焼失しました。自然を背景に大巨石を配した枯
山水の庭園が見事です。
●湖南市菩提寺1677／栗東ICから15分 TEL.0748-74-1051

温 泉 ／ 日本 遺 産

日本
遺産

ビワイチ＆アクティビティ

彦根城

歳 時 記・伝 統 芸 能（ 祭 ）

祭神は天照大神の両親である伊邪
那岐命と伊邪那美命。
「お多賀さん」
の名で親しまれ、延命長寿・縁結びの
神として古くから全国的な信仰を集
めてきました。
●多賀町多賀604
近江鉄道多賀大社前駅下車 徒歩10分
TEL.0749-48-1101

天下の名城の一つに数えられる彦根城は、関ヶ原
の戦いの後、井伊直継・直孝によって約20年の歳
月をかけて建設され、1622年に完成しました。入
母屋の屋根に唐破風を設けた三層三重の天守は
国宝、重要文化財の太鼓門櫓や天秤櫓、名勝「玄
宮楽々園」など見所も満載です。
●彦根市金亀町1-1／JR彦根駅下車 徒歩10分
TEL.0749-22-2742

湖 南エリア

滋賀県立安土城考古博物館

湖 東エリア

安土城天主信長の館

安土城郭資料館

湖北・湖西エリア／マップ

近江風土記の丘には、信長や安土城に関する史料などを展示する安土城考古博
物館のほか、原寸大で復元された安土城天主の最上部を展示するほか、最新の
バーチャルリアリティ技術を駆使し復元された豪華絢爛な安土城の姿を大迫力
のシアターで体験できる安土城天主信長の館があります。
また、JR安土駅南側
にある安土城郭資料館には、安土城を精工に再現した模型が展示されています。
●近江八幡市安土町下豊浦6678／JR安土駅下車 徒歩25分
TEL.0748-46-2424（滋賀県立安土城考古博物館）
●近江八幡市安土町桑実寺800／JR安土駅下車 徒歩25分
TEL.0748-46-6512（安土城天主信長の館）
●近江八幡市安土町小中700／JR安土駅下車 徒歩2分
TEL.0748-46-5616（安土城郭資料館）
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鮒ずし

弥生時代に稲作と同時に日本に伝え
られたとされる鮒ずし。乳酸菌を
豊富に含んだ地味豊かな味
わい、滋賀を代表する
発酵食品の一つ
です。

丁字麩

八幡山城主の豊臣秀次が城下
の町並みを模して作らせたとい
う角形の麩。

近江牛

滋賀県内で最も長く飼育
された黒毛和種で、枝肉
格付がA4、B4等級以上
のものが「近江牛」。きめ
細かく柔らかな肉質で霜
降り度合が高いのが特徴
です。

近江の農作物
伝統野菜も多彩!
近江米

赤こんにゃく

三二酸化鉄という食品添加物による
独特の赤色は、派手好きの織田信長
に由来するとも言われています。

近江の和菓子

でっち羊羹、糸切餅、うば
がもち、埋れ木・
・
・長く親し
まれてきた名菓です。

滋賀のイチオシ!

米づくりに適した近江の
地、母なる琵琶湖の恵み
を受けて、安心・安全・環
境に配慮して栽培された
おいしいお米です。

湖の幸、大地の恵み、伝統の味、旨い酒、匠の技・
・
・豊かな
旅の思い出といっしょに持ち帰りたい

秦荘のやまいも

収穫までなんと3年！長年の品種改良
で生まれた、粘りが強くて味が濃い
独特のやまいも。

伊吹大根

近江茶

日本茶業発祥の地とされる近江。
５大銘茶産地の一つ「朝宮」などで、
古くから質の高い茶が栽培されて
きました。

とよ坊かぼちゃん
（坊ちゃんかぼちゃ）
豊郷の大地で育った1個400ｇく
らいの小さなかぼちゃ。栄養たっ
ぷりで、味は甘くてホクホク。

日野菜

下田なす

日野 町 原 産 のカブの
一種。漬物にするとほ
んのり桜色に。

明治以前から栽培されている、皮
が薄く実が柔らかい小ぶりのなす。

メロン

滋賀の大地と琵琶湖の水に育
まれ、甘さとみずみずしさが
特徴のメロン。中でもここでし
か買えない「モリヤマメロン」
と「草津メロン」と「愛東メロ
ン」は滋賀を代表するご当地
メロンです。
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伊吹山麓に伝わる
在来種で、刺激的
な辛みの中にも甘
みがあります。

アドベリー

アドベリー（ボイズンベ
リー）は、独特の酸味が特
徴でアントシアニンなど
の栄養成分を豊富に含み
ます。

自 然（ 春・夏 ）

近江の地酒

米どころで豊かな天然水
に恵まれた滋賀は美酒の
宝庫。蔵それぞれにこだ
わりの地酒、個性豊かな
名酒がそろいます。

飛び出し坊や

飛び出し注意看板「飛び出し
坊や」誕生の地、滋賀。初め
て設置されたのは1973年の
こと。ゆるきゃらのほかグッズ
もいろいろ作られています。

自 然（ 秋・冬 ）

琵琶湖八珍

歳 時 記・伝 統 芸 能（ 祭 ）

ビワマス、ニゴロブナ、ホンモロコ、スジ
エビ、イサザ、コアユ、ゴリ、ハス。近江の
食文化を支える琵琶湖の恵みの中から選
定されました。

鴨料理

湖国の冬を代表する郷土料
理は天然のマガモを使った
「鴨鍋」。引き締まった肉質と
脂身の甘さが特徴です。

歴 史・文 化

ヨシ製品

産
（お
お土
土産
物物産
（
産）
）

琵 琶 湖 の 水 を 浄 化 す るヨ シ 。
「ReEDEN（リエデン）」は刈り
取ったヨシを有効利用した紙製品
シリーズです。

お土産セレクト

大津絵

お土産セレクションをご紹介します。

温 泉 ／ 日本 遺 産

江戸時代初期から描かれてきた民
俗絵画。神仏や人物、動物がユー
モラスなタッチで描かれています。

自然と受け継がれたものづくりの心から生まれた滋賀のイチオシ。

高島扇骨

ビワパール

琵 琶 湖 固 有 の イケ
チョウガイを母 貝と
し、色合いや形が一
つひとつ異なります。

ビワイチ＆アクティビティ

300年の歴史を誇
る伝統工芸品で、
国産竹製扇骨の約
9 割を生産してい
ます。

雲平筆

愛知川びん細工手まり

ガラスびんに、び
んの口よりも大き
な手まりを封じ込
め た 、美しく不 思
議な工芸品。

浜ちりめん

400年の伝統を受け継ぎ、丹
精込めて手作りされています。

湖 南エリア

美しい光沢となめらか
な肌触りが特徴の最高
級の絹織物。

信楽焼

たぬきの置物でおなじみの信
楽焼は、鎌倉時代中期に始
まったとされ日本六古窯の一
つに数えられています。美し
い火色や灰かぶりなど、独特
の味わい深い趣が特徴です。

高島ちぢみ

近江の麻織物

湖北・湖西エリア／マップ

黒壁ガラス

オリジナルガラス製品のほか、おみ
やげに最適なガラス小物なども。

湖 東エリア

表面に独特の「しぼ」を織り出し
た、さらりとした肌触りの織物。

伝統工芸品「近江上布」は
伝統的な技術に裏打ちされ
た涼やかで蒸し暑い日本の
夏に最適な麻織物です。

和ろうそく

櫨や米糠など植物成分100％で、
ていねいに手造りされています。

13

いいお湯でほっこり
お湯につかってゆったり、まったり
四季の風情や美しい自然を湯船で楽しんだり
湯上がりに地元のおいしものを食べたり・
・
・
心も体もほっこりと癒される
滋賀の湯どころを訪ねてみませんか？

おごと温泉

比叡山のお膝元で、最澄によって開かれたと伝えられ、
約1200年の歴史を持つおごと温泉。京阪神からのアク
セスもスムーズ。高いアルカリ性単純温泉で、神経痛・筋
肉痛・冷え性や疲労回復に効能があるとされ、美肌の湯
としても人気があります。
●大津市雄琴／JRおごと温泉駅下車 徒歩20分
TEL.077-578-3750（おごと温泉観光公園）

大河原温泉 かもしか荘

鈴鹿山麓の美しい自然が楽しめる山間の秘湯。泉質は無
色透明でサラサラとした炭酸水素塩泉。ガラス窓に美し
い景色が広がる大浴場や、四季を感じる露天風呂など、
都会の雑踏を忘れてのんびりできるのが魅力です。
●甲賀市土山町大河原1104／甲賀土山ICから約20分
TEL.0748-69-0344

長浜太閤温泉

秀吉が長浜城に移り男子が出生したことから、“子宝の
湯”と呼ばれるようになったと言われる長浜太閤温泉。泉
質は含鉄泉でにごり褐色系、神経痛、リューマチ、更年期
障害、婦人病、貧血症などの効能があります。
●長浜市公園町他／長浜ICから約15分
TEL.0749-65-6521（長浜観光協会）

須賀谷温泉

小谷城の麓にひっそりと涌く須賀谷温泉は、浅井長政や
お市の方も湯治に通ったと伝えられる名湯。泉質はヒドロ
炭酸鉄泉で、神経痛・筋肉痛・肩こり・冷え性・胃腸病・アト
ピー・病後の治療・疲労回復に効果があるとされます。
●長浜市須賀谷町36番地／長浜ICから約20分または小谷城ＳＩＣから約7分
TEL.0749-74-2235

日帰り
のみ

マキノ白谷温泉 八王子荘

古くから有数の湯治場として親しまれてきた白谷温泉。
天然ラドンを含んだ温泉は入浴とともに鼻呼吸で吸入す
るとより効果的。神経痛や筋肉痛、疲労回復、慢性消化器
病、冷え性、疲労回復、健康増進など効能もさまざま。
●高島市マキノ町白谷370番地1／京都東ICから約90分
TEL.0740-27-0085
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守山天然温泉 ほたるの湯

露天風呂や寝ころび湯、サウナなどを完備した日帰り温
泉。地下1,300mから汲み出した単純温泉は肌に優しく、
天然温泉ならではの醍醐味が堪能できます。よもぎ蒸し
やエステなどのリラクゼーションも充実しています。
●守山市吉身４丁目５-20／JR守山駅下車 徒歩約15分
TEL.0120-66-2615

日帰り
のみ

天然温泉 蒲生野の湯

農林公園の中にある日帰り温泉。源泉かけ流しの湯や
寝ころび湯など露天風呂が充実。サウナやジェットバス、
エステバスなども完備しています。また、屋外には無料
の足湯（期間限定）やバーベキューハウスもあります。
●竜王町山之上7104-１／竜王ICから約10分
TEL.0748-57-1426

自 然（ 春・夏 ）

②五個荘金堂のまちなみ

近江商人の本宅と農家住宅が一体となった金堂地区。集落内に流
れる水路から、生活用水を引き込むためのカワトが残されています。
●東近江市五個荘金堂町
JR能登川駅下車 バス10分「ぷらざ三方よし」下車
TEL.0748-48-2100（東近江市観光協会）

世界的にもめずらしい人が暮らす淡水湖の島。主な生業は
漁業で、伝統的な漁法や湖国の食文化、島のくらしの文化
が受け継がれています。
●近江八幡市沖島町／堀切新港から船で約10分
TEL.0748-36-5573（近江八幡市文化観光課）

⑦ 伝統漁法と食文化

イサザやビワマスなど、琵琶湖の魚は近江の人々の
食を支え、
「ふな寿司」などの伝統的な郷土食を育み
ました。
「エリ漁」や「ヤナ漁」
「オイサデ漁」といっ
た、湖魚を獲るための昔ながらの漁法は、独特の景観
として魅力の一つにもなっています。

歴 史・文 化

水と暮らしの
文化を訪ねる

③沖島

歳 時 記・伝 統 芸 能（ 祭 ）

近江八景を模したとされる池泉回遊式の大名庭園。湧水を
滝に見立てるなど、水を巧みに取り入れて芸術的な景観を
つくりだしています。
●彦根市金亀町／JR彦根駅下車 徒歩10分
TEL.0749-22-2742

自 然（ 秋・冬 ）

①玄宮楽々園

古来より穢れを除き、病を癒すと考えられてきた水

物 産（ お土 産 ）

豊かに水をたたえる琵琶湖を抱く近江には、
水と人の営みが調和した文化的景観が点在しています。
琵琶湖とその水辺景観 一祈りと暮らしの水遺産を訪ねて
改めて水の大切さについて想いをめぐらしてみませんか？
⑤
●

泉／
／日
日本
本遺
温温泉
遺産
産

⑥
●

①
●
⑦
●
● ●
③
②

④
●

ビワイチ＆アクティビティ

⑥針江生水の郷（針江・霜降の水辺景観）

集落の各所から自噴する湧水を生活水として利用する
「カバタ」が、現在も暮らしの中で使われるなど、エコな
水循環システムが形成されています。
●高島市新旭町針江／JR新旭駅下車 徒歩15分
TEL.0740-25-6566※カバタ見学（要予約）

湖 南エリア

④園城寺（三井寺）

⑤東草野の山村景観

伊吹山から琵琶湖に注ぐ姉川の源流
にある山村。独特の住まいや生業、
水利用などが創り出した山村景観が
今も残されています。
●米原市甲津原／JR近江長岡駅から
バス「伊吹」～「甲津原」
TEL.0749-58-2227
（米原観光協会）

湖 東エリア

近江八景「三井の晩鐘」で名高い天
台寺門宗総本山。境内には天智・天
武・持統天皇の産湯に用いられたと
される霊泉があり、三井寺の名の由
来となっています。
●大津市園城寺町246
京阪三井寺駅下車 徒歩10分
TEL.077-522-2238

延暦寺、園城寺（三井寺）、日吉大社、石山寺、西教寺、彦根城、玄宮楽々園、旧彦根藩松原下屋敷（お浜御殿）庭園、近江八幡の水郷、沖島、
長命寺、伊崎寺、白鬚神社、高島市海津・西浜・知内の水辺景観、高島市針江・霜降の水辺景観、大溝の水辺景観、シコブチ信仰、五個荘金堂、
伊庭の水辺景観、醒井宿、伊吹山西麓地域、東草野の山村景観、朝日豊年太鼓踊、竹生島、菅浦の湖岸集落景観、伝統漁法と食文化
水をテーマに「祈り」
「暮らし」
「食文化」のストーリーで文化財をつないだ「琵琶湖とその水辺景観─祈りと暮らしの水遺産」が日本遺産に
認定されました。日本遺産の魅力を広くPRするとともに、次の世代へ引継ぎ活かしていくことにより、交流による地域づくりに取り組みます。
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湖北・湖西エリア／マップ

日本遺産「琵琶湖とその水辺景観 ̶ 祈りと暮らしの水遺産」

アクティビティ＆体験で
滋賀の魅力を満喫

湖や山で滋賀の豊かな自然にふれるアクティビティ

ビワイチ

楽しい収穫体験や伝統工芸品の製作体験など

サ イクリング や ウォー キング で 1 周 約
200kmの琵琶湖畔をめぐるビワイチ。車
ではわからない、琵琶湖の雄大さや美しさ
を五感で楽しむことができます。
●TEL.077-511-1530
（びわこビジターズビューロー）

アクティブにより深く滋賀を楽しむことができます。
アクティブに滋賀を楽しむメニューが充実しています。

【ビワイチレンタサイクルの予約・問合せ】
NPO法人五環生活
●TEL/FAX.0749-26-1463
彦根市中央町7-40
※予約方法については、下記サイトで内容
をご確認のうえ、お申し込みください。
http://biwaichi-cycling.com/

シャワークライミング

東近江市奥永源寺の豊かな自然の中で楽しむ渓流
アクティビティ。愛知川上流域を知り尽くすガイドの
サポートのもと、沢や滝を泳いで、登って、飛び込ん
で、流れて、マイナスイオンと天然シャワーを全身に
感じる爽快感いっぱいの体験ツアーです。
●東近江市杠葉尾町／八日市ICから約30分
TEL.052-788-7575（パワーゾーン）
TEL.080-9742-7457（鈴鹿ガイドサービス）

収穫体験いろいろ
道の駅 アグリパーク竜王

いちご、さくらんぼ、桃、ぶ
どう、梨、柿などのフルー
ツのほかイモ掘りや花の
摘み取り体験もできます。
●蒲生郡竜王町山之上6526
番地／竜王ICから約10分
TEL.0748-57-1311

おうみんち

「青空フィットネスクラブ」
では農村での収穫体験や
スイーツ・郷土料理教室、
試食会など年間を通じて
「旬」を体験できます。
●守山市洲本町2785
栗東ＩＣから約20分

TEL.077-585-8318
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日野ダリア園

2月下旬から5月下旬まで、
ハウスで楽しめるいちご狩
り。大粒で甘みの強い「章
姫」が栽培されています。
●蒲生郡日野町鎌掛2198-1
八日市ICから約20分
TEL.0748-52-5651

マキノピックランド

くり拾いのほか、さくらん
ぼ 、ブ ル ー ベリー 、ぶど
う、りんご狩りなどの収穫
体験が楽しめます。
●高島市マキノ町寺久保835-1／
京都東ICから国道161号経由
約90分 TEL.0740-27-1811

自 然（ 春・夏 ）
自 然（ 秋・冬 ）
歳 時 記・伝 統 芸 能（ 祭 ）
歴 史・文 化

びわ湖バレイ

物 産（ お土 産 ）

標高1,100ｍに位置するびわ湖バレイ。グリーンシーズンは「ジッ
プライン」をはじめ様々なアスレチック、ウィンターシーズンはス
キーやスノーボードを満喫できるゲレンデとして1年中楽しむことが
できます。また、びわ湖の絶景を眺めながら素敵なひとときを過ご
すことができる「びわ湖テラス」もおすすめです。
●大津市木戸1547-1／京都東IC経由湖西道路志賀ICから約5分
TEL.077-592-1155

甲賀の里 忍術村

温 泉 ／ 日本 遺 産

石垣登りや壁づたい、綱渡り、
丸太橋を渡る一本渡り、井戸
抜けの術などのほか、水上歩
行器を使って水の上を渡る水
蜘蛛の術などが体験できる忍
者道場。修行を終えると免許
皆伝の巻物がもらえます。
●甲賀市甲賀町隠岐394／甲
南ICから約10分
TEL.0748-88-5000

ビ
イチ
チ＆
＆ア
クテ
ィビ
ビテ
ビワ
ワイ
アク
ティ
ティ
ィ

矢橋帰帆島

滋賀県立アイスアリーナ

アイスホッケーやフィギュアスケートな
ど の 競 技も開 催 できる国 際 規 格 の
60×30mのリンクを有するアリーナ。
●大津市瀬田大江町17-3
瀬田東ICから約3分／瀬田西ICから約5分
TEL.077-547-5566

湖 南エリア

遊具のある広場やせせらぎ
の池、遺跡の広場などの無
料施設と、キャンプ場、グラ
ウンドゴルフ場、多目的グラ
ウンド、プール、テニスコート
などの有料施設があります。
●草津市矢橋町2108
瀬田西ICまたは草津田上
ICから約15分
TEL.077-567-1969

湖南市伝統工芸会館

湖 東エリア

白地に藍で描かれた素朴な絵柄が特徴の「近江
下田焼」。陶房では作陶や絵付け体験でオリジナ
ル作品を作ることができます。
●湖南市岩根1656／栗東ICより約20分
TEL.0748-72-7444

湖北・湖西エリア／マップ

近江上布伝統産業会館

中央分水嶺・高島トレイル

マキノの愛発越から今津の山を経て、朽木の三国岳へ至る約80kmの踏
み分け道（トレイル）を歩くと、あちこちで琵琶湖と若狭湾が望めます。
●TEL.0740-22-6959（NPO法人 高島トレイルクラブ）

室町時代から続く伝統産業の麻織物の産地に
立地する施設。見学、体験などができ、ショップ
では麻の生地、製品を多数販売しています。
●愛荘町愛知川13-7／湖東三山SICから約15分
TEL.0749-42-3246
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湖南 エリア
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
国内有数の４面舞台を備えた大ホールのほか、中ホール、小ホール、琵琶湖を望むホ
ワイエを有し、オペラ、バレエ、
ミュージカル、クラシック、演劇などを上演しています。
●大津市打出浜15-1／JR膳所駅下車 徒歩約15分 TEL.077-523-7133

日本
遺産

近江神宮

祭神は大津京を建都した天智天皇。天智天皇が『小倉百人
一首』の第1首目を詠んだことにちなんで、競技かるたの名
人位・クイーン位決定戦が毎年1月に行われます。
●大津市神宮町1-1／京阪近江神宮前駅下車 徒歩10分
TEL.077-522-3725

デジタルスタードームほたる

（総合リゾートホテルラフォーレ琵琶湖）

6台のプロジェクターを使ったダイナミックなCG映像と、
「星のお兄さんのスターライトライブ」などの楽しいプログラ
ムで、3次元の宇宙空間を体験できるプラネタリウムです。
●守山市今浜町十軒家2876／栗東ICから約30分
TEL.077-584-2180

西教寺

聖徳太子が創建したと伝えられる天台真盛宗の総本山。明
智一族の墓が残っています。重文の荘厳な本堂や伏見桃山
城の旧殿を移築した客殿など見所がたくさんあります。
●大津市坂本5-13-1／京阪坂本駅下車 徒歩20分
TEL.077-578-0013

草津市立水生植物公園みずの森

160種類以上のスイレンなど、さまざまな水生植物や四季
の花が楽しめる植物園。スイレンのコレクションとしては日
本最大級を誇る緑豊かな公園です。
●草津市下物町1091／栗東ICから約25分
TEL.077-568-2332

道の駅 草津 グリーンプラザからすま 佐川美術館
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喫茶・軽食コーナーのほか、近江米や新鮮で安全・安心な特産品
の販売コーナーが充実。隣接地には公園型体験農園もありポニー
やうさぎと触れ合えたり、冬から春にはいちご狩りが楽しめます。
●草津市下物町1436／栗東ICから約25分
TEL.077-568-1208

琵琶湖畔に佇む「水に浮かぶ美術館」と称される館では日
本画・彫刻・陶芸作品の常設展示のほかに、バラエティーに
富んだ展覧会やイベントも開催しています。
●守山市水保町北川2891／栗東ICから約30分
TEL.077-585-7800

滋賀県立琵琶湖博物館

「湖と人間」をテーマに、琵琶湖の生い立ちや人と生き物と
のかかわりについて、楽しみながら学べる「体験型」博物
館。日本最大級の淡水魚類展示もあります。
●草津市下物町1091／栗東ICから約25分
TEL.077-568-4811

滋賀県希望が丘文化公園

広大な敷地に、テニスコートやフィールドアスレチック、サイ
クリングロード、キャンプ場など多彩なアウトドア施設が揃っ
ていて家族で楽しめる公園です。
●野洲市北桜978／栗東ICから約20分（西ゲート）
TEL.077-588-3251

旧和中散本舗

旧東海道沿いで、旅人のために和中散という薬を販売して
いた大角弥右衛門家の邸宅。大名の休憩所としても利用さ
れた重文の建物と池泉鑑賞式庭園（名勝）が残っています。
●栗東市六地蔵402／栗東ICから約5分
TEL.077-552-0971

自 然（ 春・夏 ）
自 然（ 秋・冬 ）
歳 時 記・伝 統 芸 能（ 祭 ）

九品の滝

総高約20m、渓流を含めた延長は約100mになる湖南地方
最大の滝。3段に分かれて落ちるさまが、仏教用語の九品浄
土を思わせることからその名がついたとされます。
●栗東市井上／栗東ICから約15分
TEL.077-551-0126（栗東市観光物産協会）

歴 史・文 化

MIHO MUSEUM

美しい山並みに抱かれ、桃源郷への思いを込めた枝垂れ桜の並木
道が美しい美術館。エジプト、ギリシア・ローマ、中国などの古代美
術、仏教・茶道などの日本美術を、常時約250点公開しています。
●甲賀市信楽町田代桃谷300／信楽ICから約20分または、栗東ICから約30分
TEL.0748-82-3411

物 産（ お土 産 ）

狛坂磨崖仏

栗東自然観察の森

びわ湖鮎家の郷

鮎料理を中心に湖魚の佃煮や近江の味、滋賀のおみやげな
どを揃えた「鮎家楽市」のほか、鮎や鴨、近江牛などが楽し
めるレストランも併設されています。
●野洲市吉川4187／栗東ICまたは竜王ICから約25分
TEL.077-589-3999

ビワイチ＆アクティビティ

約14ヘクタールの広葉樹林の森に、ネイチャーセンター、
観察小屋、ビートルランド、イトトンボの湿地などがあり、植
物・野鳥・昆虫などを観察することができます。
●栗東市安養寺178-2／栗東ICから約5分
TEL.077-554-1313

温 泉 ／ 日本 遺 産

金勝山山中の狛坂寺跡にあり、高さ約6m、幅3.6mの巨大
な花崗岩に阿弥陀如来坐像を中尊として、観音・勢至の両
脇侍、その周囲に12体の仏像が刻まれています。
●栗東市荒張地先／栗東ICから約25分
TEL.077-551-0126（栗東市観光物産協会）

信楽伝統産業会館

三上山をご神体山とする神社で山頂に奥宮があります。一
見仏堂のような檜皮葺き入母屋造の本殿は鎌倉時代のも
ので国宝、拝殿や楼門などは重文に指定されています。
●野洲市三上838／栗東ICから約10分
TEL.077-587-0383

湖南
南エ
エリ
リア
湖
ア

御上神社

はるか鎌倉時代の焼物から
近世の作品までが年代別に
展示され、ひとめで信楽焼の
歴史がわかります。
●甲賀市信楽町長野1142
信楽ICから約10分
TEL.0748-82-2345

湖 東エリア

岩根山の中腹にある日帰り温泉に併設されたキャンプ場。
敷地内にはジョギングコースが整備され、周辺ではハイキ
ングやトレッキングも楽しめます。
●湖南市岩根678-28／竜王ＩＣ・栗東湖南ICから約10分
TEL.0748-76-3811

滋賀県立陶芸の森

陶芸専門の美術館や、信楽焼の製品を展示・販売する産業
展示館などがある緑豊かな文化公園。園内には野外展示も
多数存在し、アートと自然を五感で体験できます。
●甲賀市信楽町勅旨2188-7／信楽ICから約8分
TEL.0748-83-0909

湖北・湖西エリア／マップ

十二坊温泉ゆららオートキャンプ場

甲賀流忍術屋敷

元禄年間に建てられ、日本で唯一現存する本物の忍術屋
敷。さまざまなからくりが設けられているほか、甲賀流伝書、
手裏剣などの武器道具類が展示されています。
●甲賀市甲南町竜法師2331／甲南ICから約3分
TEL.0748-86-2179
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湖東 エリア

河内の風穴

霊仙山塊カルスト地帯にある鍾乳洞。総延長は10,020mで全
国第３位。高さ１mほどの小さな入り口を入ると巨大な空間が広
がっています。入り口から約200mまでが公開されていて、神秘
的な地底世界を体験できます。
●多賀町河内宮前／彦根ICから約20分 TEL.0749-48-0552

安土城跡

道の駅 竜王かがみの里

中山道の「鏡宿」として栄え、源義経の元服の地とされる竜
王町。かがみの里では竜王の特産品などを販売するほか、
レストランでは近江牛料理などが楽しめます。
●竜王町大字鏡1231番地の２／竜王ICから約10分
TEL.0748-58-8700

滋賀県平和祈念館

標高199mの安土山一帯にある織田信長の居城跡。天主
や本丸などの城跡のほか、石段が続く大手道の両側に残る
屋敷跡は、豊臣秀吉ら家臣団のものと伝えられています。
●近江八幡市安土町下豊浦／竜王ICから約20分
TEL.0748-46-4234（安土駅前観光案内所）

県民の戦争体験を語り継ぎ、戦争の悲惨さや平和の尊さを
学ぶための拠点となる施設。写真や手紙など貴重な戦争関
連資料約25,000点が展示・保存されています。
●東近江市下中野町431／八日市ICから約10分
TEL.0749-46-0300

妹背の里

額田王と大海人皇子の相聞歌の
舞台蒲生野、雪野山の麓にある
アウトドアスポット。多目的広場
やキャンプ場、バンガローがあ
り、春には約1,000本の桜が咲
き誇ります。
●竜王町川守5／竜王ICから約7分
TEL.0748-57-1819

道の駅 奥永源寺渓流の里
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中京圏と近畿圏を結ぶ玄関口に位置する道の駅。石田三成
が豊臣秀吉に出したとされる幻の銘茶「政所茶」をはじめ、
東近江の特産品を販売しています。
●東近江市蓼畑町510／八日市ICから約30分
TEL.0748-29-0428

近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」

静岡県に出店した近江日野商人、
「山中正吉」の本宅で数
奇屋風書院造りの新座敷や広大な庭、本格的な洋室等を
ご覧いただけます。
●日野町西大路1264／八日市ICから約20分
TEL.0748-52-0008

夢京橋キャッスルロード

白壁に格子窓で城下の町並みを再現、雑貨やお菓子などの
ショップのほか、レストラン、キャンドル作りを体験できるス
ポットなどもあり、散策を楽しむことができます。
●彦根市本町一丁目、二丁目／彦根ICから約７分
TEL.0749-27-5501（夢京橋あかり館）

彦根城博物館

建物は藩主の生活の場であった表御殿を復元したもの。井
伊の赤備えと恐れられた赤い甲冑などの武具のほか、井伊
家に伝わる茶道具や調度品などが展示されています。
●彦根市金亀町1-1／JR彦根駅下車 徒歩約10分
TEL.0749-22-6100

自 然（ 春・夏 ）
自 然（ 秋・冬 ）
歳 時 記・伝 統 芸 能（ 祭 ）

八幡堀

愛知川びんてまりの館

豊臣秀次が八幡山に城を築いた際、琵琶湖と結んで造ら
れた堀。美しい石組みや白壁土蔵が並ぶ風情あるたたず
まいで、映画やテレビのロケもしばしば行われるほどです。
●近江八幡市宮内町周辺／竜王ICから約30分
TEL.0748-33-6061（近江八幡駅北口観光案内所）

愛荘町立愛知川図書館との複合施設で、愛知川地区に古く
から伝わる、繊細な刺繍が美しい工芸品「びん細工手まり」
を展示して、その魅力を紹介しています。
●愛荘町市1673／湖東三山Ｓ
ＩＣから約１３分
TEL.0749-42-4114

歴 史・文 化

伊藤忠兵衛記念館

道の駅 せせらぎの里こうら

手おりの里金剛苑

豊会館

江戸時代後期に廻船業を営んだ藤野喜兵衛喜昌の旧宅。
当時の書院、本屋、文庫倉庫や勝元鈍穴作の庭園がそのま
ま残され、井伊直弼拝領の武具なども展示されています。
●豊郷町下枝56／湖東三山SICから約9分
TEL.0749-35-2356

ビワイチ＆アクティビティ

伊藤忠・丸紅の創始者、初代伊藤忠兵衛の旧邸。愛用品を
はじめ、多くの資料が展示され、繊維卸商から「総合商社」
への道を拓いた足跡が紹介されています。
●豊郷町八目128-1／湖東三山SICから約10分
TEL.0749-35-2001

温 泉 ／ 日本 遺 産

昔ながらの製法で銘酒「金亀」を醸造する老舗酒蔵。築90
年の精米蔵を再利用したカフェ「豊郷発酵倉」では、
「酒
粕」
「塩麹」
「味噌」を使った料理が楽しめます。
●豊郷町吉田１００／湖東三山SICから約8分
TEL.0749-35-2538

物 産（ お土 産 ）

岡村本家

高取山ふれあい公園

あけぼのパーク多賀

中山道愛知川宿

中山道65番目の宿場で、近江上布を扱う商人によって栄え
ました。愛知川畔に残る常夜燈や、街道沿いの家並みに今
も宿場町の面影が残っています。
●愛荘町愛知川／湖東三山Ｓ
ＩＣから約１５分
TEL.0749-42-7683（愛荘町愛知川観光協会）

湖東
東エ
エリ
リア
湖
ア

近江上布や秦荘紬の特性を資料や実演を通して伝える施
設。糸の藍染めなど糸から織物ができるまでを見学できる
ほか、藍染めや機織りの体験コースもあります。
●愛荘町蚊野外514／湖東三山Ｓ
ＩＣから約５分
TEL.0749-37-4131

湖 南エリア

甲良町の綺麗な水と四季折々の花や草木を楽しめる水路
付きの遊歩道が整備された道の駅。新鮮野菜やこうら米、
惣菜や弁当、特産品などを販売しています。
●犬上郡甲良町金屋1549-4／湖東三山SICから約5分
TEL.0749-38-2744

図書館、博物館、公園の複合文化施設。博物館には多賀町
から出土したアケボノゾウの全身骨格のほか、多賀の自然
や歴史に関する資料が展示されています。
●多賀町四手976-2／彦根ICから約10分
TEL.0749-48-2077

湖北・湖西エリア／マップ

森林体験交流センターのほか、バンガローやテントサイト、
オートキャンプ場、バーベキュー施設、アスレチックや遊具
など自然を満喫できる施設が整っています。
●多賀町藤瀬1090／彦根ICから約25分
TEL.0749-49-0635

甲良豊後守宗廣記念館

日光東照宮を造営した甲良町出身の大棟梁「宗廣」を顕影
する記念館。江戸末期に建築された旧家に、大工道具や甲
良家に関する資料などが展示されています。
●甲良町法養寺501／湖東三山SICから約15分
TEL.0749-38-2035
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湖北・湖西 エリア

滋賀県醒井養鱒場

名勝「醒井峡谷」
にあり、
ニジマスやアマゴ、
イワナ、
ビワ
マスの飼育池のほか、水族館やさかな学習館、料理店、
売店、
マス釣り池などがあり、
家族で楽しめる施設です。
●米原市上丹生／米原ＩＣから約15分
TEL.0749-54-0301

滋賀県立びわ湖こどもの国

芝生広場や大型遊具、子どもたちが自ら遊びを創り出すこ
とを目的としたアスレチックなどの野外施設、キャンプ場、
宿泊・研修施設などがそろっています。
●高島市安曇川町北船木2981
京都東ICから国道161号経由で約60分
TEL.0740-34-1392

道の駅 伊吹の里 旬彩の森

野菜や加工品、お弁当や惣菜、焼きたてパンなどを販売す
るほか、体験工房も。
２階のテラスからは伊吹山を真正面に
望むことができます。
●米原市伊吹1732-1／米原ICから約20分
TEL.0749-58-0390

道の駅 近江母の郷（近江母の郷文化センター）

テニスコートや広場、多目的ドームのほか、宿泊もできる研
修施設を備えた複合文化施設。農産物や特産品を販売する
物産コーナーには、軽食コーナーもあります。
●米原市宇賀野1364-1／米原ICから約20分
TEL.0749-52-5177

北国街道木之本宿

北国街道の宿場町で、木之本地蔵院の門前町としてもにぎ
わった木之本。旧街道には油屋・醤油醸造元・造り酒屋など
が並ぶ、落ち着いたたたずまいが残っています。
●長浜市木之本町木之本／木之本ICから約4分
TEL.0749-82-5909（奥びわ湖観光協会）

黒壁スクエア

旧市街にある伝統的建造物群を生かした観光スポット。
江戸から明治の古建築を活かしたガラスショップ、ギャラ
リー、工房、体験教室、
レストラン等が集まっています。
●長浜市元浜町／長浜ICから約15分
TEL.0749-65-2330（株式会社黒壁）
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道の駅 藤樹の里あどがわ

新鮮な農産物や地元の特産品の直売所のほか、レストラン
やフードコート、コンビニ、地場産業の扇子のギャラリーや
体験工房もあります。
●高島市安曇川町青柳１１６２-１
京都東ICから国道161号経由で約60分
TEL.0740-32-8460
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自 然（ 春・夏 ）
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亀山

※列車の所要時分は区間の最速です。
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空港バス
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神戸三田

特急2時間4分
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お車で

金沢

公共機関で

310.8㎞
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観光協会

観 光 ボラン ティア ガ イド

湖南エリア

道の駅

湖南エリア

湖南エリア

びわ湖大津観光協会

077-528-2772

古都おおつ観光ボランティアガイドの会 077-522-3830

道の駅 妹子の郷

077-594-8131

草津市観光物産協会

077-566-3219

草津市観光ボランティアガイド協会

077-563-3700

道の駅 アグリの郷栗東

077-554-7621

守山市観光物産協会

077-582-1266

守山市ボランティア観光ガイド協会

077-582-1131

道の駅 こんぜの里りっとう

077-558-3858

栗東市観光物産協会

077-551-0126

栗東市ボランティア観光ガイド協会

077-551-0126

道の駅 びわ湖大橋米プラザ

077-572-0504

野洲市観光物産協会

077-587-3710

野洲市ボランティア観光ガイド協会

077-587-3710

道の駅 草津 グリーンプラザからすま

077-568-1208

湖南市観光協会

0748-71-2157

湖南市観光ボランティアガイド「あゆむ」の会 0748-71-2157

道の駅 あいの土山

0748-66-1244

甲賀市観光協会

0748-60-2690

みなくち観光ボランティアガイド部

0748-60-2690

湖東エリア

信楽町観光協会

0748-82-2345

あいの土山ふるさとガイドの会

0748-66-2770

道の駅 奥永源寺渓流の里

湖東エリア

0748-29-0428

しがらきの郷・歴史ボランティアガイドの会 0748-60-2690

道の駅 せせらぎの里こうら

0749-38-2744

近江八幡駅北口観光案内所

0748-33-6061

しがらき観光ボランティアガイド協会

0748-82-2345

道の駅 東近江市 あいとうマーガレットステーション

0749-46-1110

安土駅前観光案内所

0748-46-4234

忍びの里こうなん・観光ボランティアガイド部

0748-60-2690

道の駅 アグリパーク竜王

0748-57-1311

0748-60-2690

道の駅 竜王かがみの里

0748-58-8700

東近江市観光協会

0748-48-2100

甲賀の郷観光ボランティアガイド会

日野観光協会

0748-52-6577

湖東エリア

竜王町観光協会

0748-58-3715

近江八幡観光ボランティアガイド協会

0748-33-6061

道の駅 湖北みずどりステーション

0749-79-8060

彦根観光協会

0749-23-0001

安土町観光ボランティアガイド協会

0748-46-4234

道の駅 伊吹の里 旬彩の森

0749-58-0390

愛荘町愛知川観光協会

0749-42-7683

東近江市観光ボランティアガイド協会

0748-24-5662

道の駅 近江母の郷

0749-52-5177

愛荘町秦荘観光協会

070-5348-4035

日野観光ボランティアガイド協会 わたむき 0748-52-6577

道の駅 塩津海道あぢかまの里

0749-88-0848

多賀観光協会

0749-48-1553

竜王町観光ウェルカムガイド

0748-58-3715

道の駅 浅井三姉妹の郷

0749-74-1261

甲良町観光協会

0749-38-2035

彦根ボランティアガイド協会

0749-22-6849

湖西エリア

豊郷町観光協会

0749-35-3737

彦根城博物館友の会

0749-22-6100

道の駅 マキノ追坂峠

0740-28-8081

多賀観光ボランティアガイド

0749-48-1553

道の駅 藤樹の里あどがわ

0740-32-8460

道の駅 くつき新本陣

0740-38-2398

湖北エリア

湖北エリア

米原観光協会

0749-58-2227

豊郷町観光協会ボランティアガイド「扇会」 0749-35-3737

長浜観光協会

0749-65-6521

甲良町観光ボランティアガイド「せせらぎガイド」 0749-38-2035

奥びわ湖観光協会

0749-82-5909

愛荘町観光ボランティアガイド協会

湖西エリア
びわ湖高島観光協会

0749-37-8057

交通機関

湖北エリア
0740-33-7101

長浜観光ボランタリーガイド協会

0749-65-0370

鉄道

米原観光ボランティアガイド協会

0749-56-0440

JR西日本 お客様センター

0570-00-2486

奥びわ湖観光ボランティアガイド協会

0749-82-5909

JR東海 テレフォンセンター

050-3772-3910

湖西エリア

京阪電気鉄道 大津鉄道事業部

077-522-4521

マキノまちづくりネットワークセンター

0740-28-8002

近江鉄道 鉄道部

0749-22-3303

高島町観光ボランティア協会

0740-36-0155

信楽高原鐵道

0748-82-3391

今津ガイド勉強会

0740-22-3668

比叡山鉄道 坂本ケーブル

077-578-0531

バス・タクシー
近江鉄道バス・湖国バス

0749-22-3306

京阪バス 大津営業所

077-531-2121

公益社団法人びわこビジターズビューロー

江若交通

077-573-2701

滋賀交通

0748-62-3111

〒520-0806

帝産湖南交通

077-562-3020

滋賀県大津市打出浜2番1号「コラボしが21」6階
Tel.077-511-1530

Fax.077-526-4393

0740-22-2152

滋賀県バス協会

077-585-8333

滋賀県タクシー協会

077-585-8261

遊覧船

営業時間：午前9時〜午後5時45分
休業日：土・日曜日、祝日、年末年始、お盆
E-mail：mail@biwako-visitors.jp
滋賀県観光情報

西日本JRバス 近江今津営業所

琵琶湖汽船

077-524-5000

オーミマリン

0749-22-0619

道路

検索

滋賀県道路公社

077-524-0141

日本道路交通情報センター 滋賀

050-3369-6625

http://www.biwako-visitors.jp/
滋賀県東京観光物産情報センター（ゆめぷらざ滋賀）

滋賀県観光交流局

〒100-0006

〒520-8577

東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館2階

Tel.077-528-3741

Tel.03-5220-0231

開庁時間：午前8時30分〜午後5時15分

Fax.03-3211-4689

営業時間：午前9時30分〜午後6時

休業日：年末年始

平成２９年１０月、日本橋交差点に首都圏情報発信拠点オープン予定
平成29年3月

滋賀県大津市京町4-1-1
Fax.077-521-5030

閉庁日：土・日曜日、祝日、年末年始

