
＜看板の仕様＞
●ステンレスヘアライン仕上げ
●700×450×10
●文字：エッチング加工
●写真：メタルフォト加工

湖南市観光協会のホームページのTＯＰページに、
バナー広告を掲載しませんか？

詳しくは、観光協会まで
ご連絡ください。

奈良時代後期、聖武天皇の勅願によって良弁が創建したと伝えられています。
平安時代初めに中興されたのち、一時衰え鎌倉時代初期には源頼朝によって、
室町時代には足利将軍家によって祈願寺として諸堂が造改修されました。
阿彌陁如来坐像（重文）、釈迦如来坐像（重文）、丈六阿弥陀如来坐像（重文）など
多くの文化財が安置され、本堂と春日厨子は国宝に指定されています。

今年五十七年ぶりに公開される秘仏本尊の子安地蔵菩薩は子宝・安産・長寿に御利益があります。

平成24年11月16日（金）～25日（日）平成24年11月16日（金）～25日（日）
長寿寺長寿寺

五十七年ぶり
本尊  子安地蔵菩薩

御開帳

▲ 阿彌陀如来坐像

湖南市観光協会
一般社団法人
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「ぶらりこなん」で情報発信しませんか？「ぶらりこなん」で情報発信しませんか？「ぶらりこなん」で情報発信しませんか？「ぶらりこなん」で情報発信しませんか？湖南市観光協会会員の募集湖南市観光協会会員の募集
http://www.burari-konan.jp

事業所会員　年間   5,000円
非 会 員　年間 20,000円

平成
24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17名
で下記の活動をしています。

（１）湖南市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、
研修会等を開催して
います。

あなたも仲間入りしてみませんか。

湖南市観光協会では、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こうとし
ています。そのためには市民の皆様方のご支援・ご協力が必要不
可欠です。
会員として賛同いただける方は会員申込書をお送りいたしますの
で、湖南市観光協会までご連絡ください。

年 会 費
事業所会員 一口  5,000円
個 人 会 員 一口  2,000円

平成24年11月17日（土）～12月2日（日）
★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。

湖南三山めぐり湖南三山めぐり
〒520-3234 湖南市中央1丁目1-1
TEL　0748-71-2157　ＦＡＸ　0748-72-9622

旧東海道看板設置のスポンサー募集
旧東海道石部宿は、湖南三山とともに湖南市の観光産業に
おける重要な観光資産です。
湖南市を訪れた観光客の皆さんが旧東海道を歩くことに
よって、湖南市の歴史に触れ、街の良さを知り、人々との
交流が始まるよう期待をして毎年5箇所程度を目標に整備
をする予定をしております。
旧東海道の案内看板設置にかかわる協賛 をしていただける
方は湖南市観光協会まで
ご連絡ください。

看板１本 :１０万円

観光ボランティアガイド「あ・ゆ・む」

代 表　目次　弘

ＴＥＬ 0748-71-2157
ＦＡＸ 0748-72-9622〒520-3234

滋賀県湖南市中央１丁目１－１

お問い合せ先
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湖南市三雲220　「三雲の郷」内
（旧1号線沿い、旧三雲ドライブイン内）
10：00～19：00（水曜定休）
0748-72-5275

ホームページからもお買物していただけます。
http://www.burari-konan.jp/marche/

「弥平とうがらし」シリーズ
　湖南市の伝統野菜。韓国から弥平さんという人が100年前に湖南市下田に持ち帰っ
て育てたのが始まりだと言い伝えられています。
　こなんマルシェでは、弥平とうがらしの栽培から加工までを湖南市の生産者さんと
協力して行い、弥平ホワイトブラウニーをはじめラスク、お豆腐、ラー油など１０種
類以上のオリジナルとうがらし商品を揃えてお客様のご来店をお待ちしています。

こなんマルシェ一押し商品

湖國
十二坊温泉ゆららの
「ゆぱちゃん」

湖國
十二坊温泉ゆららの
「ゆぱちゃん」

湖南市の
「こにゃん」
湖南市の
「こにゃん」

下田ナスの
「なすにゃん」
下田ナスの
「なすにゃん」

おなじみ！石部の
「いしべえどん」
おなじみ！石部の
「いしべえどん」

湖南市のＰＲ活動を頑張るので
よろしくお願いします。
湖南市のＰＲ活動を頑張るので
よろしくお願いします。

平成23年８月６日に私たちは誕生しました！平成23年８月６日に私たちは誕生しました！

・出店していただける方
　（特に野菜、食品加工者）
・マルシェ内にある厨房を使って調理、
   販売していただける方
                                を募集しています。
一緒に「こなんマルシェ」ブランドを
作り上げていきましょう！　
詳しくは湖南市観光協会までご連絡ください。

こなんマルシェ出店者募集こなんマルシェ出店者募集

イベント歳時記

住 　 所

営業時間
T E L

湖南市観光協会　新組織・体制図

平成23年度　湖南市観光物産協会　事業報告

「行って見て、触れてみて、住んでみて」
楽しい湖南市

一般社団法人湖南市観光協会　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、湖南市観光協会へ格別のご高配を賜りありがとうございます。
さて、平成24年度湖南市観光協会は、一般社団法人として独り立ちをして歩

き始めることになりました。これも一重に会員のみな様を始め多くの方々のご支援

の賜と感謝申し上げます。
振り返りますと平成23年度は、春のこにゃん市長選挙に始まり夏まつりのネコ耳

浴衣踊りやこわん市長選挙、さらには湖南市の特産品を一同に販売するお店と
してこなんマルシェのオープン等、激動の一年でした。しかし、多くの方に「こにゃ
ん市」＝「湖南市」を知っていただく機会になったのではないかと思います。
平成24年度は、湖南市の歴史と伝統に新しい文化を融合させながらさらなる

情報発信と共に、湖南市を訪れていただいた方々に喜びや感動を与えられる事
業を進めて参ります。そのためにも会員皆様方のご支援・ご協力が必要不可欠
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. 観光物産拠点の整備による情報発信    
　湖南市で生産される、農水産物、加工食品、工芸品等を一堂に集め、物産と観光の
　両面から情報発信しました。
　①こなんマルシェのオープン   
　　平成２３年１０月２８日　オープン出店者：４１社
　②伝統野菜の見直しや、新キャラクター「こにゃん」を使った新しい商品の開発
　　弥平とうがらしを使った加工食品の開発（豆腐、ラスク、スパイス、チリソース他）
　　こにゃん煎餅、こにゃあんぱん、キャラクターグッズ等
　③着地型旅行商品の開発
　　観光農園の開設や下田焼体験、椎茸オーナープランの開発と発信  
２. 魅力ある観光情報の発信とイベントの創出
　秋の湖南三山を核としつつ、新しいイベントの創出による春・夏の誘客
　①「こにゃん」、「こわん」のヴァーチャルシティー創出による情報発信
　　こにゃん市長選挙、こわん市長選挙、キャラ絵募集、猫川柳等ネットを利用した情報発信
　②湖南三山めぐり
　　平成２３年１１月１２日～１１月３０日　１９日間　入山者：２６,５０８名
　③ネコ耳浴衣で大集合
　　平成２３年８月６日　湖南市夏まつりと併催
　④湖南市B級グルメ大会
　　平成２３年１０月２２日　出展者：１１団体１５メニュー　石部宿まつりと併催
　⑤新しいキャラクターの開発
　　こにゃん市長選挙による新しいキャラクター「こにゃん」の着ぐるみ製作
　⑥新しい情報ツールの製作
　　ポケット用ガイドブックとして「湖南市観光ガイドブック」を製作
　⑦ぶらり湖南TVの制作
　　湖南市の観光施設や旧東海道、飲食店等を動画で制作し、ネット動画YOUTUBEで配信
　⑧びわこビジターズビューロー主催、大近江展に参画
　　平成２４年２月　東京　高島屋
　⑨大阪、中部圏の旅行業者との商談会に参画
　　平成２３年７月（大阪） 平成２４年３月（名古屋）

平成23年度の主な実施事業

平成24年度　一般社団法人　湖南市観光協会　事業計画

　⑩鳥取県北栄町青山剛昌ふるさと館５周年イベントに出店
　　平成２４年３月こなんマルシェ出店
　⑪伝統工芸や旧東海道を活用したイベント
　　• 近江正藍染体験　平成２３年９月　参加者：２４名
　　• 近江下田焼絵付け体験　平成２３年１１月　参加者：６０名
　　• 東海道シンポジウムへの参加　平成２３年１０月　静岡　参加者：１０名
　　• ハイキング　毎月第1土曜日に実施　延べ参加者：43名
　　JRハイキングの実施　年間１０回　延べ参加者：約８６０名
３. 人にやさしい受け入れ態勢
　①旧東海道の案内看板の整備
　　• 田楽茶屋・西の貝附・小島本陣・問屋場跡・うつくし松
　②観光ボランティア「あゆむ」への活動援助
　　ボランティアガイドあゆむの利用者　２０件　３９８名
　③観光地の清掃活動
　　平成２３年４月　にごり池自然公園一帯
４. 協会組織と員組織の強化及び会員相互の親睦
　①協会の法人化と事務局強化
　　平成２３年１１月　職員２名体制
　　平成２４年２月　法人格取得
　②新規会員の拡大
　　新規会員　個人会員６人　１３口　事業所会員３０団体　３１口
　③会員研修旅行の実施
　　平成２３年７月１日～７月２日　鳥取県北栄町　参加者　２６名
５. 広域観光の連携
　①甲賀広域観光振興協議会に参画
　②南びわ湖観光推進協議会に参画
　③大河ドラマ滋賀県推進協議会に参画

東日本大震災から１年が過ぎ、復興が本格化する平成２４年度は基本的に平成２３年度の事業を継続しつつも「観光交流人口の拡大」を目標として、下記の３項目をテー
マに活動をしてまいります。

１）人と動物にやさしい安心・安全な街
２）コミュニティーで人と人が繋がる絆のある街
３）自然・歴史・伝統に加え新しい文化を創出する街

１．観光振興の為の誘致宣伝に繋がる情報発信事業
　　湖南市が持つ自然・歴史・文化・伝統など街の魅力をインターネットや
　　パンフレットなど、あらゆるメディアやイベントを通じて発信します。

２．観光交流人口の創出事業
　　①魅力ある歴史資産を活用したイベント
　　②伝統の技と食の開発によるイベントの創出
　　③湖南市の春から夏の魅力を再発見できるイベントの創出
　　④ハイキング、サイクリングによる魅力発見

３．来訪者を安心・安全にお迎えするホスピタリティー事業
　　パンフレットの充実、案内看板の整備

４．収益事業（こなんマルシェ）への取り組み強化
　　出店者の拡大、特産品の商品開発

湖南市の
魅力 再 発見
こなんマルシェは平成23年10月28日（金）に
グランドOPENしました。
こだわり農産物、こだわり加工品、
こだわり工芸品などの湖南市の
「こだわり」を集めたお店です。
こにゃん市とのコラボ商品の
こにゃん酒は、
ギフトとしてもおすすめです。

こなんマルシェは平成23年10月28日（金）に
グランドOPENしました。
こだわり農産物、こだわり加工品、
こだわり工芸品などの湖南市の
「こだわり」を集めたお店です。
こにゃん市とのコラボ商品の
こにゃん酒は、
ギフトとしてもおすすめです。

ゆるキャラ紹介ゆるキャラ紹介

湖南市
夏まつり
湖南市
夏まつり

湖南市 東海道石部宿まつり
第２回 湖南市Ｂ級グルメ大会
日　時　10月20日（土）
　　　　10:00～15:00
場　所　雨山文化運動公園
　　　　（湖南市雨山）

湖南市 東海道石部宿まつり
第２回 湖南市Ｂ級グルメ大会
日　時　10月20日（土）
　　　　10:00～15:00
場　所　雨山文化運動公園
　　　　（湖南市雨山）

日　時

場　所

イベント内容

湖南市親水公園（湖南市夏見）湖南市親水公園（湖南市夏見）

15：15 ～ 20：4515：15 ～ 20：45
８月４日（土）８月４日（土）

十二坊太鼓・甲西高校吹奏楽部・三菱ダイヤガール
ズ・マリネラダンス&カポエイラ・スイカ早食い競
争・FMしがモビィがおじゃましバス・ファミリーレ
ストランミニステージ・山中慎介WBC世界バンダム級
防衛戦V放映・江州音頭総踊り大会～わん・にゃん
コスプレ大集合～・花火大会
など盛りだくさんのイベントを計画しております。

十二坊太鼓・甲西高校吹奏楽部・三菱ダイヤガール
ズ・マリネラダンス&カポエイラ・スイカ早食い競
争・FMしがモビィがおじゃましバス・ファミリーレ
ストランミニステージ・山中慎介WBC世界バンダム級
防衛戦V放映・江州音頭総踊り大会～わん・にゃん
コスプレ大集合～・花火大会
など盛りだくさんのイベントを計画しております。

こなんマルシェ部会

事務局

総　会

理事会

役員会

広報宣伝事業部会 開発創造事業部会 湖南三山事業部会

 １月 中旬 鬼ばしり（長寿寺）
 ２月 ３日 節分会星祭（善水寺）
 ４月 上旬 さくらまつり（にごり自然池公園）
 ５月 １日 お田植え祭（日枝神社）
 ５月 １日 石部例大祭（吉姫神社・吉御子神社）
 ５月 ５日 花祭釈迦生誕会（善水寺）
 ７月 下旬 下田商工夏祭り（下田商店街）
 ７月23日 愛宕祭り（旧東海道沿い）
 ７月31日 ぼんのこへんのこ祭り（松尾神社）
 ８月 ４日 湖南市夏祭り（野洲川親水公園）
 ９月28日 妙心寺二祖の墳墓拝塔（妙感寺）
10月 ８日 薬師千灯供養会（善水寺）
10月15日 天保義民祭（三雲・伝芳山）
10月20日 石部宿まつり・楽市楽座（雨山文化運動公園）
10月20日 Ｂ級グルメ大会（雨山文化運動公園）
10月25日 第 6回三雲城址　東海道ウォークと春風亭昇太のおも城噺

太字は湖南市三大まつり（さくらまつり、夏まつり、石部宿まつり）
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湖南市のＰＲ活動を頑張るので
よろしくお願いします。

平成23年８月６日に私たちは誕生しました！平成23年８月６日に私たちは誕生しました！

・出店していただける方
　（特に野菜、食品加工者）
・マルシェ内にある厨房を使って調理、
   販売していただける方
                                を募集しています。
一緒に「こなんマルシェ」ブランドを
作り上げていきましょう！　
詳しくは湖南市観光協会までご連絡ください。

こなんマルシェ出店者募集こなんマルシェ出店者募集

イベント歳時記

住 　 所

営業時間
T E L

湖南市観光協会　新組織・体制図

平成23年度　湖南市観光物産協会　事業報告

「行って見て、触れてみて、住んでみて」
楽しい湖南市

一般社団法人湖南市観光協会　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、湖南市観光協会へ格別のご高配を賜りありがとうございます。
さて、平成24年度湖南市観光協会は、一般社団法人として独り立ちをして歩

き始めることになりました。これも一重に会員のみな様を始め多くの方々のご支援

の賜と感謝申し上げます。
振り返りますと平成23年度は、春のこにゃん市長選挙に始まり夏まつりのネコ耳

浴衣踊りやこわん市長選挙、さらには湖南市の特産品を一同に販売するお店と
してこなんマルシェのオープン等、激動の一年でした。しかし、多くの方に「こにゃ
ん市」＝「湖南市」を知っていただく機会になったのではないかと思います。
平成24年度は、湖南市の歴史と伝統に新しい文化を融合させながらさらなる

情報発信と共に、湖南市を訪れていただいた方々に喜びや感動を与えられる事
業を進めて参ります。そのためにも会員皆様方のご支援・ご協力が必要不可欠
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. 観光物産拠点の整備による情報発信    
　湖南市で生産される、農水産物、加工食品、工芸品等を一堂に集め、物産と観光の
　両面から情報発信しました。
　①こなんマルシェのオープン   
　　平成２３年１０月２８日　オープン出店者：４１社
　②伝統野菜の見直しや、新キャラクター「こにゃん」を使った新しい商品の開発
　　弥平とうがらしを使った加工食品の開発（豆腐、ラスク、スパイス、チリソース他）
　　こにゃん煎餅、こにゃあんぱん、キャラクターグッズ等
　③着地型旅行商品の開発
　　観光農園の開設や下田焼体験、椎茸オーナープランの開発と発信  
２. 魅力ある観光情報の発信とイベントの創出
　秋の湖南三山を核としつつ、新しいイベントの創出による春・夏の誘客
　①「こにゃん」、「こわん」のヴァーチャルシティー創出による情報発信
　　こにゃん市長選挙、こわん市長選挙、キャラ絵募集、猫川柳等ネットを利用した情報発信
　②湖南三山めぐり
　　平成２３年１１月１２日～１１月３０日　１９日間　入山者：２６,５０８名
　③ネコ耳浴衣で大集合
　　平成２３年８月６日　湖南市夏まつりと併催
　④湖南市B級グルメ大会
　　平成２３年１０月２２日　出展者：１１団体１５メニュー　石部宿まつりと併催
　⑤新しいキャラクターの開発
　　こにゃん市長選挙による新しいキャラクター「こにゃん」の着ぐるみ製作
　⑥新しい情報ツールの製作
　　ポケット用ガイドブックとして「湖南市観光ガイドブック」を製作
　⑦ぶらり湖南TVの制作
　　湖南市の観光施設や旧東海道、飲食店等を動画で制作し、ネット動画YOUTUBEで配信
　⑧びわこビジターズビューロー主催、大近江展に参画
　　平成２４年２月　東京　高島屋
　⑨大阪、中部圏の旅行業者との商談会に参画
　　平成２３年７月（大阪） 平成２４年３月（名古屋）

平成23年度の主な実施事業

平成24年度　一般社団法人　湖南市観光協会　事業計画

　⑩鳥取県北栄町青山剛昌ふるさと館５周年イベントに出店
　　平成２４年３月こなんマルシェ出店
　⑪伝統工芸や旧東海道を活用したイベント
　　• 近江正藍染体験　平成２３年９月　参加者：２４名
　　• 近江下田焼絵付け体験　平成２３年１１月　参加者：６０名
　　• 東海道シンポジウムへの参加　平成２３年１０月　静岡　参加者：１０名
　　• ハイキング　毎月第1土曜日に実施　延べ参加者：43名
　　JRハイキングの実施　年間１０回　延べ参加者：約８６０名
３. 人にやさしい受け入れ態勢
　①旧東海道の案内看板の整備
　　• 田楽茶屋・西の貝附・小島本陣・問屋場跡・うつくし松
　②観光ボランティア「あゆむ」への活動援助
　　ボランティアガイドあゆむの利用者　２０件　３９８名
　③観光地の清掃活動
　　平成２３年４月　にごり池自然公園一帯
４. 協会組織と員組織の強化及び会員相互の親睦
　①協会の法人化と事務局強化
　　平成２３年１１月　職員２名体制
　　平成２４年２月　法人格取得
　②新規会員の拡大
　　新規会員　個人会員６人　１３口　事業所会員３０団体　３１口
　③会員研修旅行の実施
　　平成２３年７月１日～７月２日　鳥取県北栄町　参加者　２６名
５. 広域観光の連携
　①甲賀広域観光振興協議会に参画
　②南びわ湖観光推進協議会に参画
　③大河ドラマ滋賀県推進協議会に参画

東日本大震災から１年が過ぎ、復興が本格化する平成２４年度は基本的に平成２３年度の事業を継続しつつも「観光交流人口の拡大」を目標として、下記の３項目をテー
マに活動をしてまいります。

１）人と動物にやさしい安心・安全な街
２）コミュニティーで人と人が繋がる絆のある街
３）自然・歴史・伝統に加え新しい文化を創出する街

１．観光振興の為の誘致宣伝に繋がる情報発信事業
　　湖南市が持つ自然・歴史・文化・伝統など街の魅力をインターネットや
　　パンフレットなど、あらゆるメディアやイベントを通じて発信します。

２．観光交流人口の創出事業
　　①魅力ある歴史資産を活用したイベント
　　②伝統の技と食の開発によるイベントの創出
　　③湖南市の春から夏の魅力を再発見できるイベントの創出
　　④ハイキング、サイクリングによる魅力発見

３．来訪者を安心・安全にお迎えするホスピタリティー事業
　　パンフレットの充実、案内看板の整備

４．収益事業（こなんマルシェ）への取り組み強化
　　出店者の拡大、特産品の商品開発

湖南市の
魅力 再 発見
こなんマルシェは平成23年10月28日（金）に
グランドOPENしました。
こだわり農産物、こだわり加工品、
こだわり工芸品などの湖南市の
「こだわり」を集めたお店です。
こにゃん市とのコラボ商品の
こにゃん酒は、
ギフトとしてもおすすめです。

こなんマルシェは平成23年10月28日（金）に
グランドOPENしました。
こだわり農産物、こだわり加工品、
こだわり工芸品などの湖南市の
「こだわり」を集めたお店です。
こにゃん市とのコラボ商品の
こにゃん酒は、
ギフトとしてもおすすめです。

ゆるキャラ紹介ゆるキャラ紹介

湖南市
夏まつり
湖南市
夏まつり

湖南市 東海道石部宿まつり
第２回 湖南市Ｂ級グルメ大会
日　時　10月20日（土）
　　　　10:00～15:00
場　所　雨山文化運動公園
　　　　（湖南市雨山）

湖南市 東海道石部宿まつり
第２回 湖南市Ｂ級グルメ大会
日　時　10月20日（土）
　　　　10:00～15:00
場　所　雨山文化運動公園
　　　　（湖南市雨山）

日　時

場　所

イベント内容

湖南市親水公園（湖南市夏見）湖南市親水公園（湖南市夏見）

15：15 ～ 20：4515：15 ～ 20：45
８月４日（土）８月４日（土）

十二坊太鼓・甲西高校吹奏楽部・三菱ダイヤガール
ズ・マリネラダンス&カポエイラ・スイカ早食い競
争・FMしがモビィがおじゃましバス・ファミリーレ
ストランミニステージ・山中慎介WBC世界バンダム級
防衛戦V放映・江州音頭総踊り大会～わん・にゃん
コスプレ大集合～・花火大会
など盛りだくさんのイベントを計画しております。

十二坊太鼓・甲西高校吹奏楽部・三菱ダイヤガール
ズ・マリネラダンス&カポエイラ・スイカ早食い競
争・FMしがモビィがおじゃましバス・ファミリーレ
ストランミニステージ・山中慎介WBC世界バンダム級
防衛戦V放映・江州音頭総踊り大会～わん・にゃん
コスプレ大集合～・花火大会
など盛りだくさんのイベントを計画しております。

こなんマルシェ部会

事務局

総　会

理事会

役員会

広報宣伝事業部会 開発創造事業部会 湖南三山事業部会



＜看板の仕様＞
●ステンレスヘアライン仕上げ
●700×450×10
●文字：エッチング加工
●写真：メタルフォト加工

湖南市観光協会のホームページのTＯＰページに、
バナー広告を掲載しませんか？

詳しくは、観光協会まで
ご連絡ください。

奈良時代後期、聖武天皇の勅願によって良弁が創建したと伝えられています。
平安時代初めに中興されたのち、一時衰え鎌倉時代初期には源頼朝によって、
室町時代には足利将軍家によって祈願寺として諸堂が造改修されました。
阿彌陁如来坐像（重文）、釈迦如来坐像（重文）、丈六阿弥陀如来坐像（重文）など
多くの文化財が安置され、本堂と春日厨子は国宝に指定されています。

今年五十七年ぶりに公開される秘仏本尊の子安地蔵菩薩は子宝・安産・長寿に御利益があります。

平成24年11月16日（金）～25日（日）平成24年11月16日（金）～25日（日）
長寿寺長寿寺

五十七年ぶり
本尊  子安地蔵菩薩

御開帳

▲ 阿彌陀如来坐像

湖南市観光協会
一般社団法人

湖南市観光協会　会報 平成24年（2012年）8月発行
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「ぶらりこなん」で情報発信しませんか？「ぶらりこなん」で情報発信しませんか？「ぶらりこなん」で情報発信しませんか？「ぶらりこなん」で情報発信しませんか？湖南市観光協会会員の募集湖南市観光協会会員の募集
http://www.burari-konan.jp

事業所会員　年間   5,000円
非 会 員　年間 20,000円

平成
24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17名
で下記の活動をしています。

（１）湖南市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、
研修会等を開催して
います。

あなたも仲間入りしてみませんか。

湖南市観光協会では、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こうとし
ています。そのためには市民の皆様方のご支援・ご協力が必要不
可欠です。
会員として賛同いただける方は会員申込書をお送りいたしますの
で、湖南市観光協会までご連絡ください。

年 会 費
事業所会員 一口  5,000円
個 人 会 員 一口  2,000円

平成24年11月17日（土）～12月2日（日）
★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。

湖南三山めぐり湖南三山めぐり
〒520-3234 湖南市中央1丁目1-1
TEL　0748-71-2157　ＦＡＸ　0748-72-9622

旧東海道看板設置のスポンサー募集
旧東海道石部宿は、湖南三山とともに湖南市の観光産業に
おける重要な観光資産です。
湖南市を訪れた観光客の皆さんが旧東海道を歩くことに
よって、湖南市の歴史に触れ、街の良さを知り、人々との
交流が始まるよう期待をして毎年5箇所程度を目標に整備
をする予定をしております。
旧東海道の案内看板設置にかかわる協賛 をしていただける
方は湖南市観光協会まで
ご連絡ください。

看板１本 :１０万円

観光ボランティアガイド「あ・ゆ・む」

代 表　目次　弘

ＴＥＬ 0748-71-2157
ＦＡＸ 0748-72-9622〒520-3234

滋賀県湖南市中央１丁目１－１

お問い合せ先


