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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

入賞賞品：各月の入賞者に賞状と賞金1万円
結果発表：令和4年10月中旬に湖南市観光協会のホームページにて発表
　　　　 入賞者には事前にメールでご通知します
応募締切：令和4年8月19日（金）まで

ふるさとの四季湖南に感動「湖南市カレンダー」　写真作品募集中

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！

湖南市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12枚を
選考し、令和5年のカレンダーを製作します。

会員研修旅行／高野山と五條新町

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

2022年7月現在

いしべえどん® こにゃん®

インスタグラム

フォローしてね!

※五十音順

ストラップPlume（プリュム）“ねりきり”
（近日発売予定）

ワタハン“刺繍グッズ”

こにゃん
ピンズ

応募はスマートフォンからも
可能です
←詳しい内容は
　こちらから
　ご確認ください

「いしべえどん」「こにゃん」
グッズを作りませんか？

キャラクターイラストは
事前に申請し許可を得るだけで
無料でご利用いただけます。

湖南市観光協会までお気軽にご相談ください。
皆様にいしべえどんとこにゃんを

可愛がっていただけることを願っております。
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■ふるさとの四季湖南に感動
　「湖南市カレンダー」
■湖南ツーリズムバス
■観光キャンペーン（観光物産展）
■旅行商品企画商談会

■湖南花の寺と磨崖仏めぐり　令和3年4月～令和3年6月
■野洲川鮎フェア～親子で鮎のつかみ取りと放流体験～
　令和3年7月31日（土）
■近江下田焼絵付け体験／蓼藍の生葉染め体験〈中止〉
■湖南市川柳募集　令和3年7月1日（木）～令和3年11月30日（火）
■湖南市の魅力に迫れ！歴史謎解きクイズラリー
　令和3年10月1日（金）～令和3年11月30日（火）
■弥平激辛パスポート～刺激が欲しい大人のスタンプラリー～
　令和3年11月1日（月）～令和4年2月28日（月）
■国宝湖南三山紅葉めぐり
　令和3年11月10日（水）～令和3年11月30日（火）
■びわ湖のひな人形めぐり「湖南市東海道ひな人形展」
　令和4年2月26日（土）、27日（日）、
　3月3日（木）、５日（土）、６日（日）
■春の東海道酒蔵めぐり　令和4年3月26日（土）、27日（日）
■JRふれあいハイキング
　  〇特別公開国宝善水寺の誕生仏と天保義民碑を訪ねる　令和3年4月29日（祝木）
　  〇特別公開西應寺の古絵図とハギの花　令和3年5月3日（祝月）
　  〇戦国の道「一村一城」とうつくし松を訪ねる　令和3年6月26日（土）
　  〇青もみじの長壽寺と松尾芭蕉句碑を訪ねて　令和3年7月10日（土）
　  〇北島酒造の酒蔵見学とうつくし松を訪ねる 令和3年9月25日（土）
　  〇国宝善水寺と弥平とうがらし収穫・弁当付　令和3年10月9日（土）
　  〇紅葉の国宝常楽寺と国宝長壽寺を訪ねる　令和3年11月14日（日）
　  〇三雲城址戦国のろしと野菜収穫体験　令和3年11月23日（祝火）
　  〇山腹に残る磨崖仏と国宝善水寺の節分会星祭を訪ねて　令和4年2月3日（木）
　  〇酒蔵でつなが東海道～春の東海道酒蔵めぐり　令和4年3月26日（土）

観光交流事業
　近年になく短い梅雨が明け、真夏の到来を告げる頃となりました。今年は新型コロ
ナウイルスが発症してから三年目の夏を迎えますが、コロナの発症も落ち着き少しず
つ社会経済活動が動き出してきました。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。
　滋賀県ではこの未曽有の難局に対すべく、滋賀の観光物産をいち早く回復させ、滋賀のゆったりした時間の
流れや暮らしの中での体験などを「シガリズム宣言」として発信することとしました。湖南市においても市内
を一望できる緑豊かな岩根山、市の中央をゆったりと流れる野洲川などの自然遺産、国宝湖南三山をはじめと
する歴史遺産など、先人たちが積み上げ暮らしてきた時間の流れを体感し、心のリズムを整える新たなツーリ
ズムを発信してまいります。
　湖南市は市内で暮らす外国人比率が県内で最も高く約6.1％を占めています。市内で活躍する外国人と気軽
にできる国際交流や異文化体験を推進する為、インバウンド需要の獲得に向け、外国人留学生によるモニター
ツアーを実施して観光需要の実証実験を行います。秋には国宝湖南三山紅葉めぐりをはじめとし、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産を使った滞在型地域観光プ
ランの造成と発信を行ってまいります。
　指定管理事業における自主事業である、十二坊温泉ファミリーキャンプ場は今夏キャンプサイトを増設し
新たな需要の掘り起こしに努めます。

　新しい時代にあ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、「大都市に隣接」
しかし「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「シガリズム」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　中澤 実仟盛

情報発信事業 おもてなし事業
■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

近江下田焼 夏の絵付け体験 国宝 湖南三山紅葉めぐり
湖南市伝統工芸品「近江下田焼」の絵付け体験を開催します！
お子さまも簡単にできますので、是非ご参加ください♪
※小学生以下の方は、保護者同伴でお願いします

イベント・協議会事務局
■こにゃん街道ドライブスタンプラリー
■湖南市三大まつり(さくらまつり、夏まつり、石部宿まつり)〈中止〉
■第2回滋賀湖南市十二坊トレイルラン＆ウォーク〈延期〉

コロナ禍の新時代へ向けて

令和4年度事業からお知らせ

令和3年度　主な事業

【開催日】 令和4年8月26日（金）・27日（土）・28日（日）
【時　間】 A.10時～ B.11時～ C.13時～D.14時～
　　　　　 ※各回先着8名(定員になり次第締切)
【体験料】 お皿1枚 800円（サイズ直径約18cm）
　　　　 〈通常 1,800円〉
　　詳しくは湖南市観光協会のホームページでご確認ください→ 

実施期間：
令和4年11月10日（木）～11月30日（水）

善水寺紅葉ライトアップ
令和4年11月12日（土）～11月27日（日）

●令和4年10月1日（土）～令和5年1月31日（火）
　「こにゃん街道ドライブスタンプラリー」
●令和4年11月1日（火）～令和5年2月28日（火）
　「弥平超激辛パスポート～激辛を欲してやまない大人のスタンプラリー～」
●来春　「湖南市東海道ひな人形展」／春の東海道酒蔵めぐり

開催
予定

オンライン国宝湖南三山紅葉めぐり

春の東海道酒蔵めぐり

野洲川鮎フェア

湖南市東海道ひな人形展
〈柑子袋まちづくりセンター〉

「自家製 強辛カレーパン」
　　　　　　　　　　　　（期間限定）
GRILL'SHAT（グリルズハット）
湖南市岩根4529-1／月曜定休
11：30～16：00／18：00～22：00
夜は金土日のみ営業

「弥平豚キムチーズ」
　　　　　　　　　（期間限定）
甲賀米粉たい焼き湖南店
湖南市三雲211-16／月曜定休
10:00～19:00

弥平激辛パスポートのアンケートで
一番美味しかった弥平商品に選ばれました

十二坊温泉ゆらら

プール営業３年ぶりに…

☆新型コロナウイルス感染症の発生状況によって休止する場合があります。

詳細はホームページ、もしくは電話にてお問い合わせください

☆定員なり次第、受付を終了いたします。ご了承ください。（温泉ご利用の際は、別料金になります。）

★感染拡大防止の為、時間制限・人数制限を行います。（予約はできません）

https://www.12-yurara.jp/ 検索

①受付

9：45～
10：15

①遊泳時間

10：00～11：30
定員80名

②受付

12：15～
12：45

②遊泳時間

12：30～14：00
定員80名

③受付

14：45～
15：15

③遊泳時間

15：00～16：30
定員80名

令和４年営業期間

７/２３～８/３１




