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湖南市観光協会のロゴマークができました
湖南市のみどり豊かな自然と国宝湖南三山を表現しています

○小学生の部　〈特選１句〉　賞状・副賞 図書券10,000円分
○中学生の部　〈特選１句〉　賞状・副賞 図書券10,000円分
○一般の部　　〈特選１句〉　賞状・賞金30,000円と湖南市特産品
他にも優秀な作品には賞が贈られます。素敵な作品をお待ちの方はぜひご応募ください！
応募用紙をお渡ししますので、湖南市観光協会までご連絡ください

湖南市を題材にした川柳を募集しています

湖南市観光ボランティアガイド あゆむの会 活動メンバー募集について

一般社団法人湖南市観光協会　会員募集について

（一社）湖南市観光協会 ☎0748ｰ71ｰ2157

湖南市の自然や歴史、文化などをご案内し、地域の温かい「おもてな
しの心」を伝えます。
湖南市が好きな方、人と話すことが好きな方、地域活動に参加した
い方、知識や経験がなくても大歓迎です。ご一報ください！

会員研修旅行／金華山・岐阜城・川原町の街並み

◀〈優良観光物産功労者〉
　 （公社）びわこビジターズビューローから表彰されました。

当協会では、湖南市内の国宝をはじめとするすばらしい観光資源を活かし、より一層の観光
振興に力を注ぎつつ市の活性化を図っていこうと努めております。そのためには市民の皆様
方、企業・団体の皆様方のご協力が不可欠です。ご賛同いただける皆様のご入会を心よりお待
ちしております。

■事業所会員／一口 5,000円　■個人会員／一口 2,000円年会費

2021年7月現在

平成16年（2004年）
平成17年（2005年）
平成23年（2011年）

平成24年（2012年）

平成25年（2013年）

平成26年（2014年）
平成27年（2015年）

平成28年（2016年）
平成29年（2017年）
平成30年（2018年）
令和 元年（2019年）
令和  2年（2020年）

旧石部町観光協会と旧甲西町観光協会が合併、「湖南市観光物産協会」創立
常楽寺、長壽寺、善水寺の総称「湖南三山」命名、「国宝湖南三山紅葉めぐり」開始
湖南市観光物産協会を独立し、単独事務所をサンライフ甲西に置く
「こにゃん市」誕生、「第１回こにゃん市長選挙」開催、「こにゃん」デビュー
「こなんマルシェ」オープン、「第1回B級グルメ大会」開催
東海道案内看板設置を始める
法人化「一般社団法人湖南市観光協会」創立
「湖南花の寺と磨崖仏めぐり」スタート
「十二坊温泉ゆらら」の指定管理を取得
「十二坊温泉オートキャンプ場」オープン
JRふれあいハイキング業務を受託
湖南市三大まつり実行委員会事務局を受託
甲賀市信楽町、湖南市、竜王町を繋ぐ観光ルート
「こにゃん街道」誕生
こにゃん公式ソング「らぶりー♡こにゃん」リリース
「湖南市カレンダー」製作スタート
「弥平激辛パスポート（スタンプラリー）」スタート
「滋賀湖南市十二坊トレイルラン＆ウォーク」初開催
「湖南三山」15周年 いしいべえどん® こにゃん®

インスタグラム

フォローしてね!

※五十音順

湖南市観光物産協会独立

観光と物産の
情報発信拠点
こなんマルシェ
オープン

十二坊温泉ゆらら指定管理

ア・アン コーポレーション㈱
㈲藍
㈱あきない応援団
㈲アグリ甲賀
㈱アサヒテックコーポレーション
㈱アヤハ環境開発　石部事務所
粟津陶雅苑
石部公共サービス㈱
石部住宅開発㈱
石部太鼓保存会
㈲石部農機
石部の里　大峯
㈲一宮設備
岩根東区
岩根まちづくり協議会
㈱潮
浦いち
ABホテル㈱
AY保険サービス㈱
㈱SCC
蛯谷工芸
㈱fm craic
近江興産㈱
近江下田焼陶房
㈱近江肉の廣田
大谷観光ぶどう園
大塚食品㈱滋賀工場
奥村建設㈱
㈱奥村モータース
思川ファーム
㈲菓子長
兼松綜合印刷㈱
㈱川合製作所
川北精肉店
がんこ親父研究会
㈱関西みらい銀行甲西支店
CICERO
北島酒造㈱
Kitchen 安吾楼
木村舗装㈱　
協栄電気㈱
ＫＹＯＥＩＤＯカンパニー㈱
共立工業㈱

共和建設㈱
㈱近建設計
近泉化学工業㈱
国本建設㈱
社会福祉法人グローオープンスペースれがーとバンバン
㈱グロー・ガステック
甲賀カントリー倶楽部
甲賀高分子㈱
甲賀米粉たい焼き
甲賀すずき動物病院
甲賀農業協同組合湖南支所
甲西陸運㈱
㈱コーメー滋賀事業所
湖國十二坊太鼓保存会
㈲小島石材
㈲こだわり卵
㈱コナン
㈲湖南オイルサービス
湖南三山長寿寺おまつり広場実行委員会
湖南市観光ボランティア「あゆむ」の会
湖南市工業会
湖南市商工会
湖南市シルバー人材センター
㈱湖南鈑金
㈱小西自動車
こにゃんスマイルマルシェ
こまや
㈱込山新聞店
サークルワークス㈱
西應寺
サイン・コンサルティング㈱
サインボード・アックス
㈱Soundscape Music Records
酒菜秀
㈱サガミチェーン　サガミ甲西店
阪本建設
サムズジャパン
㈱サンエー
㈲サンエム商会
三貴設備工業㈱
３じのおやつ
しあわせ作業所
滋賀銀行甲西中央支店

（一社）滋賀県ケータリング協会
滋賀県信用組合湖南支店
滋賀酒造㈱
滋賀中央森林組合
滋賀バス㈱
㈱滋賀フーズ
㈱しが山急
㈱滋賀レンタリース
地酒屋蔵ZOU
実践空手道結社秀憧塾
下田学区まちづくり協議会
㈱松花園
松月旅館
㈱昭建湖南支店
正福寺
常楽寺
㈱シンエー
㈱ＳＩＮＫＩ金属
新熊取谷石材㈱
甚徳
寿司バルたから船
Snack Smiley
㈱スナッツフーズ
㈱スマイ印刷工業
税理士法人山本会計
せごどん
㈱千紀園
善水寺
㈱大一通商
㈱第一物産
太陽産業社
大和産業㈱
タカヒサ不動産㈱
タキロンシーアイ㈱滋賀工場
竹内酒造㈱
武田観光㈱湖南支店
㈲田興商事
㈱タチイリ
㈲谷口建設工業
㈱谷口商会
谷口長栄堂
㈱種新
一般社団法人地域活性化支援ネットワーク

千代工業㈱
㈱チャレンジファーム
長壽寺
㈲ツーティー
㈲ティアイケイ農産
デジタルソリューション㈱
旅館　天保閣
東海道浪漫歩行実行委員会
TOTO㈱　滋賀工場
東洋アルミエコープロダクツ㈱滋賀工場
㈱徳志満
トラベルジェイサービス㈲
㈱トラベル･プロダクト湖南営業所
中川ヒューム管工業㈱滋賀工場
㈱ナカサク
㈱ナカザワ
㈱なんてん共働サービス
ニコニコ堂
西尾農園
ニシムラ看板㈲
西村建設㈱
㈱日映日野
日本精工㈱石部工場
㈱日本電気化学工業所
㈱ニューロテックシステム
㈱ネクストビジネス
橋井石油㈱
㈱ハチス総建
㈱花芳
林司法書士・土地家屋調査士事務所
NPO法人はれたりくもったり
ビジネスホテルミクモ
平松長寿会事業部
fuji enterprise㈱
藤屋
㈲富綜
㈲二川設備
㈱平成リサイクルセンター
㈱平和堂
㈱ほけん屋 mydo
ホテルサンクレスト
㈱本庄
毎日牛乳菩提寺販売店

誠心家
増屋製氷イベント企画
㈱マツバ
マルエスグループ・マルエス開発㈱
㈱丸多運送
三雲学区まちづくり協議会
みくりやうどん
みすゞ税理士法人
㈱三峰環境サービス
美松産業㈱
美松電気㈱
宮島機械工業所
妙感寺
麺屋蒼空豚
㈱森本園芸
㈱山崎機械製作所
㈱やまじょう
㈱山名印刷
㈱山中
山の辺製菓
㈱山本製作所
やまりゅう
㈱YUTORI
洋風割烹松井
吉永の里山と文化財を守る会
㈱ヨシミ食研
読売センター湖南
より愛小屋農園
㈱ライフ
楽らくキッチンカー
料亭　うを滋
㈱輪
㈲ワークロード
若鵜会
ワタハン



■こにゃん街道
　竜王町観光協会、信楽町観光協会と連携し、名神高
速道路鈴鹿PAで観光キャンペーンを実施しまし
た。
■びわ湖ひな人形めぐり
　滋賀県内10市町合同で開催さ
れた「びわ湖ひな人形めぐり」
に参画し、三雲学区まちづくり
協議会のご協力のもと、旧東海
道沿いの4か所でひな人形の
展示を実施しました。

岩根山山頂や天保義民碑等数か所の
トイレ清掃、トレイルラン・ハイキン
グコースの
整備、観光
案内看板の
リニューア
ル等を行い
ました。

カレンダープロジェクト
〈湖南市フォトコンテス
ト〉への応募作品の中か
ら選考し、2021年のカレ
ンダーを制作しました。
現在は2022年カレン
ダー分を募集中です。
ホームページからご応募
ください。

令和2年度　実施事業（一部）
観光交流事業

■湖南花の寺と磨崖仏めぐり
春から初夏の湖南市をお楽しみいただけるイベントです。お花の見ごろにあ
わせハギで有名な西應寺とサツキで有名な正福寺では寺宝の特別公開が行わ
れました。また西應寺では写経を体験していただけるようになりました。
（◆正福寺　本堂改築のため、令和3年9月1日～令和6年秋まで拝観を停止されます）

情報発信事業
■ふるさとの四季 湖南に感動「湖南カレンダー」

■国宝湖南三山紅葉めぐり
常楽寺・長壽寺・善水寺の3か寺を“湖南三山”と称し、紅葉のおすすめスポット
としてご案内しています。新型コロナウイルス感染症への万全な対策を行い、
24,922名のお客様をお迎えしました。

■JRふれあいハイキング
　湖南市からの委託を受け、草津線の利用促進のた
め、湖南市内の駅から出発するハイキングを10回
開催しました。
■春の東海道酒蔵めぐり
　湖南市の酒蔵「竹内酒造」「北島酒造」と甲賀市の酒
蔵「美冨久酒造」「田中酒造」が連携し、同日に蔵まつ
りを開催し、湖南市、甲賀市のお酒をPRしました。
■炊き込みご飯アイデア料理コンテスト
　湖南市の豊かな自然と土壌から作られる食材を
PRすることを目的に実施しました。

■近江下田焼絵付け体験
　蓼藍の生葉染め体験
伝統工芸の魅力に触れていただ
けるよう夏のワークショップを
開催しました。

湖南三山の写真がラッピングされたバスを
利用して、市外へ観光
旅行に行く団体のバス
料金の一部を助成しま
した。
引き続き令和3年度も
助成がありますので
ご利用を希望される方
はご連絡ください。

■湖南ツーリズムバス

Afterコロナに向けてきらめき、ときめき湖南市へ！
　空の青さで野洲川の美しさが際立ついい季節となりました。今年は新型コロナウイルスが発
症してから２年目の夏を迎えますが、新しい生活様式も少しずつ馴染んだ生活でお過ごしのこ
とと存じます。平素は、湖南市観光協会へ格別のご高配を賜りありがとうございます。新型コロ
ナウイルス感染症の影響も、ワクチン接種の拡大により収束に向かうことを願いつつ気を抜か
ずにしっかりと感染対策を行っていただきたいと思います。
　滋賀県では3年前からの大型観光キャンペーンで磨き上げてきた多くのコンテンツをさらに磨き上げ全国に発
信する「めくるめく歴史絵巻滋賀・びわ湖」をテーマにキャンペーンを展開中です。湖南市観光協会ではこのキャン
ペーンと連動し湖南市のみどり豊かな自然と歴史に育まれた国宝寺院や伝統工芸、かつては石部宿が置かれた旧
東海道、また猿飛佐助が修行をしたと言われる三雲城址などの観光資源を使った滞在型地域観光プランの造成を
行い発信してまいります。
　今、旅は新しい時代に合ったツーリズムを創出するため、地元に目を向け、地元の良さを再評価しつつあります。
湖南市は「大都市に隣接」、「適度に疎である」優位性を活かした取り組みで今まで知らなかった新しい発見やニー
ズが生まれ、地域経済の活性化に貢献できるものと思います。
　湖南市観光協会では、秋以降新型コロナウイルス感染症の収束を見据えて「国宝湖南三山紅葉めぐり」、「湖南市
の歴史謎解きクイズラリー」、「弥平激辛パスポート」事業などを実施してまいります。
　湖南市を訪れる人が増え、地域の人々が誇りを持ってお迎えし接することができれば、来訪客にとって深い感動
と満足感を得る「心の観光循環型社会」が、また多くの来訪客が訪れ消費活動が活発になれば、「経済の観光循環型
社会」が創られます。新しい生活様式に合った観光・三方よしを推進し、湖南市の地域と経済の活性化を目指してま
いりますので、皆様方のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

一般社団法人湖南市観光協会　会長　竹若  豪
つよし

おもてなし事業 イベント事務局
◆湖南市三大まつり（さくらまつり、夏まつり、東海道石部宿まつり）は
新型コロナウイルス感染症の影響により、開催中止となりました。
◆第2回十二坊トレイルラン＆ウォークは新型コロナウイルス感染拡
大防止の為、令和4年5月に延期となりました。

コロナ対策支援事業
◆飲食店応援キャンペーンを実施しました。
◆湖南市から湖南市周遊クーポン配布事業、湖南市臨時給付金コール
センター業務を受託しました。

湖南市の伝統野菜“弥平とうがらし”の知名度アップと魅力をPRするために市
内22店舗にご協力いただき、3回目となるスタンプラリーを開催しました。参
加者の投票により、甲賀米粉たい焼きさんの弥平豚キムチーズたい
焼きが一番美味しかった商品に選ばれました。
●甲賀米粉たい焼き　0748-76-4538／湖南市三雲211-16
　　　　　　　　　　10：00～19：00／月曜定休

■弥平激辛パスポート

■猿飛佐助ゆかりの三雲城址で戦国を語る
滋賀県全体での観光テーマ“戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖”のプログラム
の一環として、地元団体様のご協力のもと、滋賀県立大学教授中井均先生によ
る講演会や城跡めぐりハイキングなどのイベントを開催しました。

令和2年度　実施事業（つづき）


