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湖南市観光協会
一般社団法人 〒520-3252 滋賀県湖南市岩根678-28

TEL 0748-71-2157（湖南市観光協会）
TEL 0748-72-8211（十二坊温泉ゆらら）
TEL 0748-76-3811（十二坊オートキャンプ場）

検索ぶらりこなん■会員研修旅行／淡路島の食と観光

（一社）湖南市観光協会 会員募集について 
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、より一層観光の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
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きらめき、ときめき湖南市へ!

一般社団法人湖南市観光協会
会長 上西 宗市

　爽やかな秋空が広がる湖南市ですが、皆様ますますご健勝のこととお喜び申しげま
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。令和の時代
に入っても各地で豪雨による災害が発生し、多くの方が避難生活を送られていること
について、お見舞いを申し上げます。
　さて、今年は４月に湖南ロータリークラブと共催で「地域愛を育もう」をテーマに
「第1回滋賀湖南市十二坊トレイルラン＆ウォーク」を開催したところ、全国から約
800名の方にエントリーをいただきました。関係機関はもちろんですが、地元の区や
まち協、さらにボランティアの方々にご協力をいただき、無事大会を終えることがで
きました。また、４月から６月まで恒例の「湖南花の寺と磨崖仏めぐり」も実施し、東海
方面を中心に多くの観光客においでいただきました。７月には今年で３回目を迎える
「野洲川鮎フェア」を開催し100名を超える親子連れにご参加頂きました。　
　今年は9月30日からNHK朝の連続テレビ小説「スカーレット」が甲賀市信楽町を舞
台に放送されます。また2020年NHK大河ドラマが明智光秀を主人公とする「麒麟が
くる」に決定しました。滋賀県ではこの機をチャンスと捉え2019年10月22日～
2020年12月まで「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」をテーマとした滋賀県観光キャ
ンペーンが展開されます。湖南市においても猿飛佐助や三雲城址を活用した関連イベ
ントを計画しています。
　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」、さらに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。観光客にとって「訪れてよし、迎え
てよし、地域よし」の観光・三方よしを推進し、観光交流人口の拡大を通してさらなる
湖南市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。

第9代こにゃん市長 ジャック

第二秘書
片岡

皆さんこんにちは！
第9代こにゃん市長のジャックです。
暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか？
4月の選挙で皆さんに応援して頂き、めでたく市長に就任しはや3ヶ
月が過ぎました。
公務として先日の夏まつりをはじめ、石部宿まつり、さくらまつりと
湖南市三大まつりに参加させて頂きます。皆さん会いに来てくれる
と嬉しいです。
また、三大まつり以外にもたくさんの魅力のあるこにゃん市(湖南
市)を出来るだけ多くの方に知って頂けるように残りの期間頑張り
たいと思っております。
私も秘書もまだまだ不慣れな点が多々ありますが、これからも応援
よろしくお願いしますにゃん^ ^

平成30年度実施事業（一部）

平成23年より湖南市は“コナン”を縁に
鳥取県北栄町と友好交流協定を締結して
います。（北栄町は名探偵コナンの作者青
山剛昌氏の出身地） 
当協会ではすいかながいも健康マラソン
大会参加＆応援ツアーや北栄町砂丘まつ
りでの観光PR、湖南市特産品の出店を
行っています。 

■鳥取県北栄町 友好交流 

湖南市の伝統野菜である“弥平とうがらし”をPRするために市内23店舗にご協力をいた
だき、2回目となるスタンプラリーを開催しました。お客様からは「湖南市に住んでいなが
らまだまだ知らないお店があって新発見ができて良かった」「激辛だけでなく弥平とうが
らしの美味しさが感じられるメニューがいろいろあった」など多く
の声をいただきました。 
お客様の投票により拉麺ハッパさんのハッパ
ラーメン（弥平とうがらし入り）が一番美味し
かったメニュ ーに選ばれました。 

拉麺ハッパ
●営業時間11：30～14：00
　　　　　17：30～22：30
●火曜定休　●湖南市三雲120-1

■弥平激辛パスポート

2回目となった鮎のつかみ取りイベント
に市内外から100名を超える方々に ご
参加いただきました。野洲川と鮎のお話
を聞き、自分でつかんだ鮎をその場で塩
焼きにして食べる ことにより、湖南市の
自然と食の魅力を体感していただけまし
た。

■「野洲川鮎フェア」 ■国宝湖南三山紅葉めぐり 
常楽寺・長寿寺・善水寺の3か寺を“湖南三
山”と称し、秋は紅葉のおすすめスポット
としてご案内しています。2018年は11
月10日～12月2日までの期間を設け、長
寿寺・善水寺において案内所を設置する
など来訪客のお迎えに力を注ぎました。 
好天にも恵まれ延べ37,952名（対前年
126.9％）のお客様をお迎えしました。 

■十二坊温泉ゆらら（指定管理事業）
平成25年4月より指定管理を受け、施設
利用人数が順調に伸び、年間利用者は受
託をして以来最多となる164,109人と
なりました。しかしながら岩盤浴、体験工
房の利用人数においては目標人数に届 
きませんでした。今後さらなる利用者増
に向けアイデアなどが必要であると考え
ます。 

■“こにゃん街道”観光キャンペーン   
2014年より信楽町・湖南市・竜王町を縦
断する約35ｋｍの一般道を「こにゃん街
道」と名付け、観光ルートとしてご案内し
てきました。2018年10月28日には多賀
SAにて3市町合同で観光展を開催し、誘
客 に努めました。2019年9月30日より
信楽を舞台としたNHK朝の連続テレビ
小説「スカーレット」の放映が決定し、こ
の機会を活かすため連携をより一層強化
してまいります。

平成31年（令和元年）度実施事業（一部）

湖南ロータリークラブ30周年記念事業として湖南ロータリークラブと
湖南市観光協会の共催で湖南市の自然と歴史を活用した新たな魅力発信
イベント「第1回滋賀湖南市十二坊トレイルラン＆ウォーク」を実施しま
した。 
たくさんのご寄付やご協賛、ボランティアスタッフ、天候に恵まれ無事に
開催することが出来ました。2020年も4月に開催が決定しています。 

■第1回滋賀湖南市十二坊トレイルラン＆ウォーク 

● ●

4～6月にかけて春から初夏の湖南市をお楽しみいただく「湖南花
の寺と磨崖仏めぐり」を実施しました。ハギの寺として有名な西應
寺とサツキの寺として有名な正福寺にて花の見頃に合わせ寺宝の
特別公開が行われました。 

■湖南花の寺と磨崖仏めぐり 

湖南市の魅力を発見し市内外の方
に知ってもらうことを目的に市内
企業様、団体様にご協賛をいただ
き、湖南市カレンダーを製作して
います。カレンダーに使った写真
は湖南市 フォトコンテストにご応
募いただき選考された作品です。 
2021年湖南市カレンダーに向け
た作品募集は10月1日より開始し
ます。 

■ふるさとの四季
　湖南に感動
　「湖南市カレンダー」 

●  9月  6日

●10月  8日
●10月19日
●10月26日
●11月23日
●11月16日～12月1日

●11月  1日～2020年2月28日

JRふれあいハイキング 
北島酒造の酒蔵見学とうつくし松を訪ねる 
善水寺千灯会 
湖南市東海道石部宿まつり 
こにゃん街道キャンペーンin鈴鹿PA
三雲城址×猿飛佐助イベント（タイトル未定）
 
国宝湖南三山紅葉めぐり
 
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～ 

これからのイベント（2019年～2020年） 滋賀県では2020年のNHK大河ドラ
マに戦国武将 「明智光秀」を主人公とす
る「麒麟がくる」が決定されたのを機に
2019年10月22日～2020年12月ま
で観光キャンペーン「戦国ワンダーラ
ンド滋賀·びわ湖」が展開されます。 
当協会では湖
南市出身説の
ある忍者・猿飛
佐助をテーマ
に三雲城址の
活用を考えて
まいります。

湖南三山の写真がラッピングされたバスを利用し市外・県外へ観光旅行に行く団体様の
バス料金の一部を助成します。 

●対　　象 ：湖南市内を拠点に活動する法人・任意団体
●期　　間 ：2020年3月31日までに出発すること 
●補助金額：日帰り10,000円、1泊2日以上20,000円 
●申込方法：利用申込書をお送りいたしますので（一社）湖南市観光協会まで
 　　　　　  お問合せ下さい。 旅行出発の1週間前までに承認が必要です。 
【バスは、株式会社滋賀レンタリースBSSバスでご手配ください 】 

■湖南ツーリズム（情報発信事業） 

【当日大会参加者数】
●ラン　351名
　（完走率87.39％）
●ウォーク　353名 

も み じ


