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湖南市観光物産協会
 土・日・祝休み

湖南市観光物産協会　会報 平成23年（2011年）8月発行

第 号777
こにゃん市長誕生！こにゃん市長誕生！

去る６月に湖南市に所在する滋賀県動物保護管理センター
で保護された猫を、市議会議員候補猫として、全国から投票
を受け付けました。投票時に飼養希望を確認し、マッチングし
た飼養希望者へ猫を譲渡することになりました。結果、６匹の
立候補猫全員が当選し、譲渡が行われました。

去る４月に、湖南市観光物産協会では湖南市の観光振興と湖南
市に所在する「滋賀県動物保護管理センター」で保護する動物の
愛護思想の啓発を目的として、ネット上でバーチャル「第１回こにゃん
市長選挙」を実施しました。市内在住の猫17匹がそれぞれニャニ
フェストを掲げて立候補し、インターネット上で投票を行いました。総投
票数は2,083票にのぼり、最多の456票を獲得した「ぎん」氏が市長
に当選し、僅差で敗れた(410票)「にゃんちゅう」氏が副市長に任命
されました。

左が「ぎん市長」、右が湖南市長

　今後の日程及び、ぎん
市長、にゃんちゅう副市長
の公務の様子は、下記
HPでご覧になれます。

「ぶらりこなん」で情報発信しませんか？

湖南市観光物産協会会員の募集

http://www.burari-konan.jp
湖南市観光物産協会のホームページが、新しくなりました。
コンテンツを「観る」「食べる」「遊ぶ」を基本に分け、
今まで以上に見やすくなりました。
また、ユーザーからのコメントを書き込めるようになりました。
TOPページには、各お店の情報発信機能として、バナー広告のスペースも設けました。 

法人会員　年間　5,000円
非会員　　年間　20,000円
詳しくは、観光物産協会事務局まで

バナー広告掲載料

平成
23年度

観光ボランティア

「　 ・　 ・　」募集あ ゆゆ むむ
　観光ボランティアガイド「あ・ゆ・む」では、現在18名
で下記の活動をしています。

（１）観光協会への事業参画
（２）各種団体等との連携
（３）湖南市を広範囲に歩き、新たな発見や調査を行う。
（４）文化財や地域で伝承されているものを調べ、学習する。
（５）旧街道をきっかけに、他の地域と交流する。

※毎月会員の例会、研修会等を開催する。

〒520-3288
湖南市中央1-1　TEL 0748-71-2157
                      FAX 0748-72-9622

問い合せ先

湖南市観光物産協会  事務局
土・日・祝休み

湖南市夏まつり 開催！
ネコ耳浴衣で大集合ネコ耳浴衣で大集合

今年も楽しい内容もりだくさん！今年も楽しい内容もりだくさん！

日時　  平成23年8月6日（土）
　　　  16時～20時30分

場所　  野洲川親水公園（湖南市夏見）

●

●

湖南市
東海道石部宿まつり
・楽市楽座開催決定！

 （湖南市雨山）

陽射しに輝く、古刹の紅葉

問い合せ先

〒52 0 - 3 2 8 8　湖南市中央1 - 1  
TEL 0748-71-2157 FAX 0748-72-9622

湖南市観光物産協会 事務局 土・日・祝休み

湖南市観光物産協会では、国宝をはじめとするすばらしい観光資
源を活かし、より一層観光に力を注ぎ、市の活性化を図っていくた
めに、市民の皆様方に会員募集をしています。会員として賛同い
ただける方は会員申込書をお送り致しますので、湖南市観光物産
協会までご連絡下さい。

法人会員 一口  5,000円

個人会員 一口  2,000円

平成23年11月12日（土）～11月30日（水）　19日間
★期間中、予約なしで拝観でき、湖南三山めぐり直行臨時バスが運行します。

日時　  平成23年10月22日（土）
　　　  10時～15時30 分
場所　  湖南市雨山文化運動公園

●

●ボランティアガイド代表

加藤俊正

秋の湖南三山めぐり秋の湖南三山めぐり
〒520-3288 湖南市中央1-1(サンライフ甲西内)
TEL　0748-71-2157　ＦＡＸ　0748-72-9622

記者会見記者会見

こなんマルシェが誕生しますこなんマルシェが誕生します
湖南市観光物産協会で
は、湖南市で生産される
農水産物、加工食品、工
芸品等、湖南市の特産
品を販売するお店を、三
雲の郷（旧三雲ドライブ
イン）内に10月（予定）にオープンいたします。
オープンに伴い、湖南市内で生産された商品を販売
している方を募集しています。貴方が、心を込めて・
こだわって作った商品を販売しませんか？

「ぎん市長」「にゃんちゅう副市長」の就任記者会見の様子。
NHK・関西テレビ・読売テレビを初め、たくさんの報
道陣がつめかけました。

にゃんちゅう副市長

夏の風物詩！

こにゃん市選挙管理委員会
HP  http://www.burari-konan.jp/konyan/

( イメージ）



伝統工芸会館・たくみの家

岩根東口

田楽茶屋

弘法杉

　いもつぶしとは石部地域を中心に昔より伝承されてきた
家庭料理です。
　お米を少量使用し里芋と混ぜ、練りこみ饅頭のようにし、
焼いて食するものとされています。
　近年、この食べ物を湖南市商工会が中心となり、湖南市
の名産品として現代風にアレンジした、いもつぶしを作り
上げました。田楽茶屋では、近江牛と地元野菜のコラボレ
ーションでした『近江牛味噌
そぼろ』と『野菜煮込みあ
ん』の２種類のいもつぶしを
販売しております。 

いもつぶし　
近江牛味噌そぼろ　１個 200円
野菜煮込みあん　　１個 150円

　湖南市吉永の旧東海道上にある大沙川隧道の上に根を生やしてい
るのが、樹高約26ｍ、樹齢約750年、地元では「弘法杉」と呼ばれ
ている大杉。
　その昔、弘法大師がここを通りかかった際に、この場所で食事を
とり、その時使った杉箸を刺したところ、成長してこのような大杉
になったという言い伝えからこの名がつけられました。  

☆期間中、予約なしで拝観でき、湖南三山をめぐるバスが毎日、運行します。

湖南三山同時公開
陽射しに輝く、古刹の紅葉

平成21年11月18日（水）～12月3日（木）　16日間

湖南三山

平成23年度　湖南市観光物産協会新組織体制図

平成22年度　湖南市観光物産協会事業報告

「こにゃん」で町おこし　     湖南市観光物産協会会長　平松 善雄

酷暑の候、みな様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げ

ます。

平素は、湖南市観光物産協会へ格別のご配慮を賜りありがとうございます。

さて、平成23年度もスタートして4ヶ月が過ぎました。今年は東日本大震災の

直後でもあり明るい話題の無い中でのスタートとなりましたが、湖南市において

は、ネット上で行ったヴァーチャル「こにゃん市長選挙」をテレビや新聞等多くの

マスコミの皆さんに取り上げていただき、一挙にブレイクすることができました。動

物愛護思想の啓発を兼ねて6月に行った「こにゃん市議会議員選挙」では、候

補猫全てに新しい飼い主が見つかり、無事引き取られて行きました。この間、

ホームページ「ぶらりこなん」のアクセス数も多い日では通常の100倍を超える

15,000件にも達しました。この勢いを維持しながら、1人でも多くの方に湖南市を

訪れていただくような事業を進めて行きたいと思っています。また、今年度は、新

しいマスコットキャラクターの製作や、新しい食の開発事業、更には、湖南市の特

産品を中心に販売する「こなんマルシェ」が秋にオープンする予定です。

湖南市にはまだまだ潜在的な観光の魅力はあるものと考え、更なる観光振興

に寄与していかなければならないと思っております。それには、会員の皆様方の

支援・協力が必要不可欠であると考えておりますので、今後ともご協力の程よろ

しくお願い申し上げます。

1. 観光魅力発信事業    
①湖南三山めぐり    
　期間：平成22年 11月13日（土）～11月30日（火）  
　場所：常楽寺、長寿寺、善水寺（来場者：28,717 人）  
2.さくらまつり事業    
①さくらまつり　※湖南市商工会に委託    
期日：平成 22年 4月10日（土）    
　場所：にごり池自然公園一帯（湖南市大池町）   
3. イベント・物産展・体験事業    
①正藍染絞り体験    
　期間：平成22年 6月19日（土）～7月22日（木）  
　場所：紺喜染織、伝統工芸会館（参加者：43名）  
②下田焼絵付け体験    
　期間：平成22年 11月6日（土）～11月14日（日）  
　場所：伝統工芸会館（参加者：48名）   
③ハイキングの開催
　開催回数：4回
　主な目的地：湖南三山、旧東海道など
④協賛事業
　三雲城址戦国のろしと東海道ウォーク（主催：吉永の里山と文化財を守る会）
⑤第2回湖南市魅力再発見ツアー
　期日：平成23年 2月26日（土）
　場所：市内観光施設（長寿寺、旧東海道、北島酒造、磨崖不動明王、正福寺他）
　内容：市民対象に市内の観光施設を回ってもらう。（参加者：58名）
4. 観光宣伝情報発信事業
①協会単独事業
　HP「ぶらりこなん」を7月にリニューアルし情報の発信
　2010年 7月からのアクセス数　14,241 件（23年 2月末現在）

平成23年度　湖南市観光物産協会事業計画

　観光パンフレットの増刷（3種類）・会員・市民に向けた会報誌「ぶらりこなん」発行
　JAFナビ（日本自動車連盟HP）との連携による、見所・モデルコースの発信
　三井アウトレットパークのHPとのリンクによる情報発信
②受入環境の整備事業
　観光ボランティアガイドあ・ゆ・むの活動（依頼者への案内：平成22年度 13　
　件 535名利用）
③広域連携事業
　大都市の駅前や高速道路SA、イベント会場での観光キャンペーン開催
　（主な開催場所：有楽町駅前広場、JR横浜駅そごう前広場、日本橋高島屋等）
5. 観光施設維持管理事業
　市内観光施設・観光地（にごり池自然公園、十二坊温泉ゆらら、雨山文化総合運
　動公園、美松グランド、妙感寺等）の維持・修繕を行いました。
6. 観光案内看板設置・修繕事業
　にごり池自然公園、善水寺、妙感寺、十二坊温泉ゆららの森林道等の案内看板の
　設置・修繕
7. 研修事業
　会員同士の親睦と、観光先進地の視察を目的に研修旅行を実施
　期日：平成22年 11月5日（金）
　目的地：長野県塩尻市奈良井宿（参加者：44名）
8. 清掃事業
　市内観光地及び観光施設（天保義民碑周辺、うつくし松自生地、十二坊山頂周辺
　他）の整備・清掃
9. 協賛イベント事業
　湖南市夏まつり、東海道石部宿まつり・楽市楽座への協賛
10. 体制の強化・自主事業の検討
　会員数の拡大（法人会員151社 293口、個人会員80名 98口）
　観光施設の拠点整備を兼ねて、（仮称）湖南市特産品市場設立準備委員会を発足

　平成23年度湖南市観光物産協会では、誘客による人の移動が経済の活性化に繋がると考え、以下のテーマに沿って新規事業を中心に、観光物産の開発と誘客の為の情報
発信を積極的に行って参ります。
１．人・物・金が動く施設の整備と、体制作り   
２．魅力と特色のある新しい観光資源、イベントの創出   
３．人に優しい、受け入れ環境の整備
　まずは、（仮称）湖南市特産品市場を設置します。湖南市で生産される、特色のある農水産物、加工食品、工芸品等を一同に集め販売することにより、湖南市の特産品を
市内はもとより市外からの観光客の方へ情報発信を行ないます。   
　次に、湖南市の観光の核となった秋の湖南三山事業においては、市内の飲食店や宿泊施設と連携を図りながら、門前での事業に力を入れ観光客の方が２度・３度と訪れ
ていただけるよう内容の充実に務めます。また、湖南市の特色ある観光資源の発掘や物産の開発のため、新しいイベントの創出も行なってまいります。
　さらには、情報発信機能の強化としてホームページ「ぶらりこなん」のコンテンツの充実による検索機能の強化や、来訪客のニーズに合った新しい情報発信ツールを積
極的に取り入れ、湖南市の魅力を内外に発信してまいります。

紫雲の滝

廃少菩提寺 湖南市伝統工芸会館

　石部宿は東海道五十三次の五十一番目の宿場町で、京都から江戸へ向かう
旅人が最初に泊まる宿場町として栄えました。田楽茶屋は、江戸末期に人気
を博した浮世絵師・安藤広重の「東海道五十三次」で石部の田楽茶屋が描か
れ、それをもとに再現されました。二色田楽や宿場そばといった宿場名物の
軽食等を提供しています。

　阿星山の登山道の途中にある高さ３ｍほどの滝。この滝には、子
授け伝説があり、その昔、子どもを切望した聖武天皇が、この滝の
不動に仕える法師に祈願させたところ、後に孝謙天皇が生まれたと
いわれています。法師が滝不動に祈願した時に、霊験の証として紫
の煙が立ち昇ったということが名前の由来になっています。 
 

　金勝寺の大菩提寺に対して少菩提寺と呼ばれていた寺跡。古くは
30以上もの建物があった大伽藍でしたが、元亀年間に織田信長と六
角氏の戦渦に巻き込まれ、廃寺となりました。  
　史跡地に残された「石多宝塔」は塔高448cmと規模が大きく造立
年（1241年）が明らかであることから、国の重要文化財に指定され
ています。   

　近江木綿正藍染・近江下田焼など県の伝統工芸を紹介している
施設。
　館内では、市内物産品の展示のほかに、江戸時代半ばから続く
「下田焼」の器やコップなどが販売されています。
　事前に予約すれば、陶房で作陶や絵付けにもチャレンジできます。

湖南市魅力

再発見!!

いもつぶし絶賛販売中！いもつぶし絶賛販売中！

連絡先　　プロジェクト.i　　　TEL　0748-77-4145
営業時間　10 : 00～16 : 00  (月曜定休）　湖南市石部西1-8-19

問い合わせ先　湖南市観光物産協会
TEL　0748 -71-2157
湖南市吉永

問い合わせ先　湖南市観光物産協会
TEL　0748-71-2157
湖南市菩提寺地先

問い合わせ先　湖南市観光物産協会
TEL　0748-71-2157
湖南市東寺

南勝寺

西往寺

新
生
橋

弘法杉

三雲西

吉永

田楽茶屋

真明寺

吉御子神社 商工会

いしべ

案内地図看板案内地図看板

芭蕉句碑
石部中央

西応寺

廃少菩提寺
菩提寺西

国道菩提寺

菩提寺小学校

菩提禅寺

文

じゅらくの里

白山神社

紫雲の滝

もりの駅
びわ姫園

長寿寺
長寿寺バス停

開館時間　10：00～18：00（月・火定休） 
TEL　0748-72-7444
湖南市岩根1656

田楽茶屋

1名 会長 平松　善雄
小山　達滋

長 理事 加藤　正弘 長 理事 園田　完次 長 理事 梅中　尭弘 長
副 理事 北島　輝人 副 理事 上西　宗一 副 理事 青木　幸男 副

理事 高岡　正明 理事 加藤　正弘 理事 隠岐　公史
理事 加藤　俊正 理事 塚本　浜子 理事 藤支　慈道
理事 合田　典宏 理事 青木　幸男 理事 若林　孝暢
理事 畑山　茂美 理事 梅中　尭弘 理事 山元　正美

理事 西尾　茂樹 理事 中西　和春
理事 北島　輝人

24名 理事 30名以内（常任理事含む）
八河　泉
大谷　巖

竹内　利夫
高畑　松夫
吉川　久雄

副会長

常任理事

監事

3名

6名

2名
こなんマルシェ友の会

全会員

会長・副会長・常任理事・理事

会長・副会長・常任理事

3名 顧問

湖南市観光物産協会　新組織・体制図

承認

協会の最高意思決定機関

各部会より提出される、事業
・予算を審議・調整する

事務局

総　会

理事会

役員会

広報宣伝事業部会
塚本　浜子
上西　宗一
竹若　豪
鵜飼　勝美
増井　敏男
山川　正道
奥野　賢悟
武村　みゆき

開発創造事業部会

役員体制図

湖南三山事業部会 特産品市場事業部会
理事 西尾　茂樹
理事 園田　完次
理事 別宮　美子
理事 山元　角雄
理事 福島　康和
理事 徳島　りつ子
理事 三峰　教代



伝統工芸会館・たくみの家
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　いもつぶしとは石部地域を中心に昔より伝承されてきた
家庭料理です。
　お米を少量使用し里芋と混ぜ、練りこみ饅頭のようにし、
焼いて食するものとされています。
　近年、この食べ物を湖南市商工会が中心となり、湖南市
の名産品として現代風にアレンジした、いもつぶしを作り
上げました。田楽茶屋では、近江牛と地元野菜のコラボレ
ーションでした『近江牛味噌
そぼろ』と『野菜煮込みあ
ん』の２種類のいもつぶしを
販売しております。 

いもつぶし　
近江牛味噌そぼろ　１個 200円
野菜煮込みあん　　１個 150円

　湖南市吉永の旧東海道上にある大沙川隧道の上に根を生やしてい
るのが、樹高約26ｍ、樹齢約750年、地元では「弘法杉」と呼ばれ
ている大杉。
　その昔、弘法大師がここを通りかかった際に、この場所で食事を
とり、その時使った杉箸を刺したところ、成長してこのような大杉
になったという言い伝えからこの名がつけられました。  

☆期間中、予約なしで拝観でき、湖南三山をめぐるバスが毎日、運行します。

湖南三山同時公開
陽射しに輝く、古刹の紅葉

平成21年11月18日（水）～12月3日（木）　16日間

湖南三山

平成23年度　湖南市観光物産協会新組織体制図

平成22年度　湖南市観光物産協会事業報告

「こにゃん」で町おこし　     湖南市観光物産協会会長　平松 善雄

酷暑の候、みな様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げ

ます。

平素は、湖南市観光物産協会へ格別のご配慮を賜りありがとうございます。

さて、平成23年度もスタートして4ヶ月が過ぎました。今年は東日本大震災の

直後でもあり明るい話題の無い中でのスタートとなりましたが、湖南市において

は、ネット上で行ったヴァーチャル「こにゃん市長選挙」をテレビや新聞等多くの

マスコミの皆さんに取り上げていただき、一挙にブレイクすることができました。動

物愛護思想の啓発を兼ねて6月に行った「こにゃん市議会議員選挙」では、候

補猫全てに新しい飼い主が見つかり、無事引き取られて行きました。この間、

ホームページ「ぶらりこなん」のアクセス数も多い日では通常の100倍を超える

15,000件にも達しました。この勢いを維持しながら、1人でも多くの方に湖南市を

訪れていただくような事業を進めて行きたいと思っています。また、今年度は、新

しいマスコットキャラクターの製作や、新しい食の開発事業、更には、湖南市の特

産品を中心に販売する「こなんマルシェ」が秋にオープンする予定です。

湖南市にはまだまだ潜在的な観光の魅力はあるものと考え、更なる観光振興

に寄与していかなければならないと思っております。それには、会員の皆様方の

支援・協力が必要不可欠であると考えておりますので、今後ともご協力の程よろ

しくお願い申し上げます。

1. 観光魅力発信事業    
①湖南三山めぐり    
　期間：平成22年 11月13日（土）～11月30日（火）  
　場所：常楽寺、長寿寺、善水寺（来場者：28,717 人）  
2.さくらまつり事業    
①さくらまつり　※湖南市商工会に委託    
期日：平成 22年 4月10日（土）    
　場所：にごり池自然公園一帯（湖南市大池町）   
3. イベント・物産展・体験事業    
①正藍染絞り体験    
　期間：平成22年 6月19日（土）～7月22日（木）  
　場所：紺喜染織、伝統工芸会館（参加者：43名）  
②下田焼絵付け体験    
　期間：平成22年 11月6日（土）～11月14日（日）  
　場所：伝統工芸会館（参加者：48名）   
③ハイキングの開催
　開催回数：4回
　主な目的地：湖南三山、旧東海道など
④協賛事業
　三雲城址戦国のろしと東海道ウォーク（主催：吉永の里山と文化財を守る会）
⑤第2回湖南市魅力再発見ツアー
　期日：平成23年 2月26日（土）
　場所：市内観光施設（長寿寺、旧東海道、北島酒造、磨崖不動明王、正福寺他）
　内容：市民対象に市内の観光施設を回ってもらう。（参加者：58名）
4. 観光宣伝情報発信事業
①協会単独事業
　HP「ぶらりこなん」を7月にリニューアルし情報の発信
　2010年 7月からのアクセス数　14,241 件（23年 2月末現在）

平成23年度　湖南市観光物産協会事業計画

　観光パンフレットの増刷（3種類）・会員・市民に向けた会報誌「ぶらりこなん」発行
　JAFナビ（日本自動車連盟HP）との連携による、見所・モデルコースの発信
　三井アウトレットパークのHPとのリンクによる情報発信
②受入環境の整備事業
　観光ボランティアガイドあ・ゆ・むの活動（依頼者への案内：平成22年度 13　
　件 535名利用）
③広域連携事業
　大都市の駅前や高速道路SA、イベント会場での観光キャンペーン開催
　（主な開催場所：有楽町駅前広場、JR横浜駅そごう前広場、日本橋高島屋等）
5. 観光施設維持管理事業
　市内観光施設・観光地（にごり池自然公園、十二坊温泉ゆらら、雨山文化総合運
　動公園、美松グランド、妙感寺等）の維持・修繕を行いました。
6. 観光案内看板設置・修繕事業
　にごり池自然公園、善水寺、妙感寺、十二坊温泉ゆららの森林道等の案内看板の
　設置・修繕
7. 研修事業
　会員同士の親睦と、観光先進地の視察を目的に研修旅行を実施
　期日：平成22年 11月5日（金）
　目的地：長野県塩尻市奈良井宿（参加者：44名）
8. 清掃事業
　市内観光地及び観光施設（天保義民碑周辺、うつくし松自生地、十二坊山頂周辺
　他）の整備・清掃
9. 協賛イベント事業
　湖南市夏まつり、東海道石部宿まつり・楽市楽座への協賛
10. 体制の強化・自主事業の検討
　会員数の拡大（法人会員151社 293口、個人会員80名 98口）
　観光施設の拠点整備を兼ねて、（仮称）湖南市特産品市場設立準備委員会を発足

　平成23年度湖南市観光物産協会では、誘客による人の移動が経済の活性化に繋がると考え、以下のテーマに沿って新規事業を中心に、観光物産の開発と誘客の為の情報
発信を積極的に行って参ります。
１．人・物・金が動く施設の整備と、体制作り   
２．魅力と特色のある新しい観光資源、イベントの創出   
３．人に優しい、受け入れ環境の整備
　まずは、（仮称）湖南市特産品市場を設置します。湖南市で生産される、特色のある農水産物、加工食品、工芸品等を一同に集め販売することにより、湖南市の特産品を
市内はもとより市外からの観光客の方へ情報発信を行ないます。   
　次に、湖南市の観光の核となった秋の湖南三山事業においては、市内の飲食店や宿泊施設と連携を図りながら、門前での事業に力を入れ観光客の方が２度・３度と訪れ
ていただけるよう内容の充実に務めます。また、湖南市の特色ある観光資源の発掘や物産の開発のため、新しいイベントの創出も行なってまいります。
　さらには、情報発信機能の強化としてホームページ「ぶらりこなん」のコンテンツの充実による検索機能の強化や、来訪客のニーズに合った新しい情報発信ツールを積
極的に取り入れ、湖南市の魅力を内外に発信してまいります。

紫雲の滝

廃少菩提寺 湖南市伝統工芸会館

　石部宿は東海道五十三次の五十一番目の宿場町で、京都から江戸へ向かう
旅人が最初に泊まる宿場町として栄えました。田楽茶屋は、江戸末期に人気
を博した浮世絵師・安藤広重の「東海道五十三次」で石部の田楽茶屋が描か
れ、それをもとに再現されました。二色田楽や宿場そばといった宿場名物の
軽食等を提供しています。

　阿星山の登山道の途中にある高さ３ｍほどの滝。この滝には、子
授け伝説があり、その昔、子どもを切望した聖武天皇が、この滝の
不動に仕える法師に祈願させたところ、後に孝謙天皇が生まれたと
いわれています。法師が滝不動に祈願した時に、霊験の証として紫
の煙が立ち昇ったということが名前の由来になっています。 
 

　金勝寺の大菩提寺に対して少菩提寺と呼ばれていた寺跡。古くは
30以上もの建物があった大伽藍でしたが、元亀年間に織田信長と六
角氏の戦渦に巻き込まれ、廃寺となりました。  
　史跡地に残された「石多宝塔」は塔高448cmと規模が大きく造立
年（1241年）が明らかであることから、国の重要文化財に指定され
ています。   

　近江木綿正藍染・近江下田焼など県の伝統工芸を紹介している
施設。
　館内では、市内物産品の展示のほかに、江戸時代半ばから続く
「下田焼」の器やコップなどが販売されています。
　事前に予約すれば、陶房で作陶や絵付けにもチャレンジできます。

湖南市魅力

再発見!!

いもつぶし絶賛販売中！いもつぶし絶賛販売中！

連絡先　　プロジェクト.i　　　TEL　0748-77-4145
営業時間　10 : 00～16 : 00  (月曜定休）　湖南市石部西1-8-19

問い合わせ先　湖南市観光物産協会
TEL　0748 -71-2157
湖南市吉永

問い合わせ先　湖南市観光物産協会
TEL　0748-71-2157
湖南市菩提寺地先

問い合わせ先　湖南市観光物産協会
TEL　0748-71-2157
湖南市東寺

南勝寺

西往寺

新
生
橋

弘法杉

三雲西
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もりの駅
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長寿寺
長寿寺バス停

開館時間　10：00～18：00（月・火定休） 
TEL　0748-72-7444
湖南市岩根1656

田楽茶屋

1名 会長 平松　善雄
小山　達滋

長 理事 加藤　正弘 長 理事 園田　完次 長 理事 梅中　尭弘 長
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こなんマルシェ友の会
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湖南市観光物産協会　新組織・体制図
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湖南市観光物産協会
 土・日・祝休み

湖南市観光物産協会　会報 平成23年（2011年）8月発行

第 号777
こにゃん市長誕生！こにゃん市長誕生！

去る６月に湖南市に所在する滋賀県動物保護管理センター
で保護された猫を、市議会議員候補猫として、全国から投票
を受け付けました。投票時に飼養希望を確認し、マッチングし
た飼養希望者へ猫を譲渡することになりました。結果、６匹の
立候補猫全員が当選し、譲渡が行われました。

去る４月に、湖南市観光物産協会では湖南市の観光振興と湖南
市に所在する「滋賀県動物保護管理センター」で保護する動物の
愛護思想の啓発を目的として、ネット上でバーチャル「第１回こにゃん
市長選挙」を実施しました。市内在住の猫17匹がそれぞれニャニ
フェストを掲げて立候補し、インターネット上で投票を行いました。総投
票数は2,083票にのぼり、最多の456票を獲得した「ぎん」氏が市長
に当選し、僅差で敗れた(410票)「にゃんちゅう」氏が副市長に任命
されました。

左が「ぎん市長」、右が湖南市長

　今後の日程及び、ぎん
市長、にゃんちゅう副市長
の公務の様子は、下記
HPでご覧になれます。

「ぶらりこなん」で情報発信しませんか？

湖南市観光物産協会会員の募集

http://www.burari-konan.jp
湖南市観光物産協会のホームページが、新しくなりました。
コンテンツを「観る」「食べる」「遊ぶ」を基本に分け、
今まで以上に見やすくなりました。
また、ユーザーからのコメントを書き込めるようになりました。
TOPページには、各お店の情報発信機能として、バナー広告のスペースも設けました。 

法人会員　年間　5,000円
非会員　　年間　20,000円
詳しくは、観光物産協会事務局まで

バナー広告掲載料

平成
23年度

観光ボランティア

「　 ・　 ・　」募集あ ゆゆ むむ
　観光ボランティアガイド「あ・ゆ・む」では、現在18名
で下記の活動をしています。

（１）観光協会への事業参画
（２）各種団体等との連携
（３）湖南市を広範囲に歩き、新たな発見や調査を行う。
（４）文化財や地域で伝承されているものを調べ、学習する。
（５）旧街道をきっかけに、他の地域と交流する。

※毎月会員の例会、研修会等を開催する。

〒520-3288
湖南市中央1-1　TEL 0748-71-2157
                      FAX 0748-72-9622

問い合せ先

湖南市観光物産協会  事務局
土・日・祝休み

湖南市夏まつり 開催！
ネコ耳浴衣で大集合ネコ耳浴衣で大集合

今年も楽しい内容もりだくさん！今年も楽しい内容もりだくさん！

日時　  平成23年8月6日（土）
　　　  16時～20時30分

場所　  野洲川親水公園（湖南市夏見）

●

●

湖南市
東海道石部宿まつり
・楽市楽座開催決定！

 （湖南市雨山）

陽射しに輝く、古刹の紅葉

問い合せ先

〒52 0 - 3 2 8 8　湖南市中央1 - 1  
TEL 0748-71-2157 FAX 0748-72-9622

湖南市観光物産協会 事務局 土・日・祝休み

湖南市観光物産協会では、国宝をはじめとするすばらしい観光資
源を活かし、より一層観光に力を注ぎ、市の活性化を図っていくた
めに、市民の皆様方に会員募集をしています。会員として賛同い
ただける方は会員申込書をお送り致しますので、湖南市観光物産
協会までご連絡下さい。

法人会員 一口  5,000円

個人会員 一口  2,000円

平成23年11月12日（土）～11月30日（水）　19日間
★期間中、予約なしで拝観でき、湖南三山めぐり直行臨時バスが運行します。

日時　  平成23年10月22日（土）
　　　  10時～15時30 分
場所　  湖南市雨山文化運動公園

●

●ボランティアガイド代表

加藤俊正

秋の湖南三山めぐり秋の湖南三山めぐり
〒520-3288 湖南市中央1-1(サンライフ甲西内)
TEL　0748-71-2157　ＦＡＸ　0748-72-9622

記者会見記者会見

こなんマルシェが誕生しますこなんマルシェが誕生します
湖南市観光物産協会で
は、湖南市で生産される
農水産物、加工食品、工
芸品等、湖南市の特産
品を販売するお店を、三
雲の郷（旧三雲ドライブ
イン）内に10月（予定）にオープンいたします。
オープンに伴い、湖南市内で生産された商品を販売
している方を募集しています。貴方が、心を込めて・
こだわって作った商品を販売しませんか？

「ぎん市長」「にゃんちゅう副市長」の就任記者会見の様子。
NHK・関西テレビ・読売テレビを初め、たくさんの報
道陣がつめかけました。

にゃんちゅう副市長

夏の風物詩！

こにゃん市選挙管理委員会
HP  http://www.burari-konan.jp/konyan/

( イメージ）


