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芝居小屋「長栄座」新春公演
令和の初春を寿ぐ古典芸能選
「祝ふ令和 動物の芸能百花」
～鼠も猫も犬も猿もいと面白う！挙っ
て祝う令和の初春㊗～
令和の初春を寿ぐのにふさわしい動物を題材にした演
目を通して、古典芸能の邦楽、長唄舞踊、地歌、落
語、狂言の世界を披露。

開催日／1月19日（日）
時間／午後2時30分開演（午後2時開場）
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館
　　　イベントホール特設舞台「長栄座」
出演／富山清琴（人間国宝 ･三味線）、野村祐子

（正絃社二代家元・箏曲演奏家）、林家染
二（落語家）、井上松次郎（能楽師）、富
美祐・叶千沙（宮川町歌舞会）、滋賀県邦
楽専門集団「しゅはり」他

入場料／全席自由・税込　※11月上旬発売予定
　　　　一般：3,000円
　　　　25歳未満：2,000円（当日各500円増）
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

近江のあたらしい伝統産業展
芝居小屋「長栄座」新春公演と同日に、県内の伝統産
業や地場産業などの企業、作家による展示販売会を行
います。

開催日／1月18日（土）、19日（日）
時間／未定
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館　ロビー
入場料／無料
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

フィールドアートMedia Mix 
2020
マーチングバンドの競演！映像もあわせて楽しめるエ
ンターテイメントショーです。

開催日／1月26日（日）
時間／午後2時開演（午後1時30分開場）
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館
　　　　　イベントホール
入場料／全席指定・税込
　　　　※11月23日（土・祝）前売開始
１階席
　　一般：2,000円、18歳以下：1,500円
2階席
　　一般：1,000円、18歳以下：800円
　　　　　　　　　　　（当日各500円増）　
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

2019 年度 滋賀県アートコラボレー
ション事業
エンジョイ・ザ・クラシック
～ロマン派音楽の世界～
一昨年のバロック音楽コンサート『エンジョイ・ザ・
バロック』に引き続き、時代を進めて昨年は「古典
派」の代表的作曲家モーツァルトの音楽を取り上げま
した。今回はエンジョイシリーズの集大成として、ロ
マン派音楽を声楽、ピアノ、オーケストラでお届けす
る室内楽コンサート。この日のために結成されたコー
ラス隊による合唱は、音楽ホールならではの響きで、
聴衆を魅了すること間違いなしです。

開催日／１月２6日（日）
時間／午後2時（午後1時30分開場）
開催場所／ルッチプラザ　ベルホール310
出演者／白谷仁子（ソプラノ）、神澤智香（ソプ

ラノ）、原田泰彦（バリトン）、竹中直美
（ピアノ）、長澤怜子（ピアノ）、彦根
JOYジュニアオーケストラ、まいばら市民
コーラス

　　　協力：滋賀県立大学オーケストラ　ほか
チケット／全席自由
　一般：前売り1,500円、当日2,000円
　高校生以下：前売り500円、当日1,000円

January 1月
北近江エリア

　※友の会会員は１人につき２枚まで１割引き
　※未就学児の方は親子室にて鑑賞。
　※前売りで完売した場合、当日券の販売はあり

ません。
ルッチプラザ　☎0749-55-4550

北伊勢エリア
新春企画展

書院の茶と草庵の茶
茶道具を通して、書院の茶と草庵の茶の雰囲気をお楽し
みいただきます。

開催日／1月11日( 土 )～2 月16日( 日 )
開館時間／午前 9 時 30 分～午後 5時
　　　　　（入館は午後 4 時 30 分まで）
入館料／高校生以上150 円、中学生以下無料
開催場所／桑名市博物館
　　　　　（三重県桑名市京町 37 番地1）
休館日／月曜日
　　　　（月曜が祝日の場合は開館・翌火曜日休館）
☎0594-21-3171

《千利休消息》（桑名市博物館蔵）

西美濃エリア

木曽三川のお正月2020
恒例のお正月イベント。
1月1日　展望タワーから初日の出を見よう　6：30 ～
8：00（日の出は7：00 頃）　展望タワーの料金が必要
（大人630円、小中学生300円）　
1月1日～3日　第32回新春絵馬めぐり　スタンプラリー　
近隣の3神社（多度大社、千代保稲荷神社、治水神社）
を廻るスタンプラリー。3つのスタンプを専用用紙に押し
たら、木曽三川公園センターで景品が当たる、くじ引き
ができます。
1月1日～5日。昔懐かしお正月の遊び道具で遊べます。

開催日／1月1日（水）～1月5日 (日）
開催場所／国営木曽三川公園　木曽三川公園センター
　　　　　（岐阜県海津市海津町）
木曽三川公園管理センター

　 ☎ 0584-54-5531  FAX0584-54-5533

新春大ビンゴ大会
道の駅池田温泉は、新年最初の営業日1月2日 (木 )に、
新春を慶び道の駅内のテナント各店より豪華賞品をご用
意して「大ビンゴ大会｣ を開催。新年最初の運だめしに、
ぜひ道の駅池田温泉へ。

開催日／1月2日（木）
時間／午後2時～
開催場所／道の駅 池田温泉　イベント広場
道の駅 池田温泉　☎0585-45-0037

オーケストラ・アンサンブル金沢　
ニューイヤーコンサート2020 in 
大垣
トップレベルの室内オーケストラであるオーケスト
ラ・アンサンブル金沢とソリストに日本を代表するオ
ペラ歌手で人気・実力ともに兼ね備えた森麻季を迎え
てのニューイヤーコンサートを開催します。

開催日／1月13日( 月・祝 )
時間／午後 3時開演（午後 2時 30分開場） 
開催場所／大垣市スイトピアセンター　文化ホール 
　　　　　(大垣市室本町5丁目51番地 )
入場料／全指定席
　　　　一般：5,000円
　　　　高校生以下：1,000円
備考／未就学児入場不可※無料託児サービスあり
　　　(予約制・定員あり・先着順 )
（公財）大垣市文化事業団　☎ 0584-82-2310
　  http://www.og-bunka.or.jp/

©Yuji Hori

第 36回大野町新春マラソン大会
年齢・性別によって、9つの参加部門に分かれます。                                                                                                                   
１㎞のコースを走るジョギング部門については、当日エン
トリーも可能です。

開催日／1月19日（日）
受付時間／午前8時30分～
開催場所／大野町運動公園
大野町体育協会　☎0585-34-1111

February 2月
北近江エリア

長浜盆梅展句会ライブ
テレビでおなじみの夏井いつき先生の大好評の長浜盆
梅展句会ライブを好評により今年も開催。お気軽にご
参加ください。また、盆梅展期間中に夏井先生の選句
による俳句コンテストも実施します。歴史・規模と
もに日本一の長浜盆梅展の開場で、一句お詠みくださ
い。

開催日／2月2日（日）
時間／第１部：午前10時～
　　　第２部：午後2時30分～
開催場所／北ビワコホテル　グラツィエ　
公益社団法人長浜観光協会

 　☎0749-65-6521

Okamoto Island
ライブ＆セミナー（仮称）
ギタリスト・岡本博文を中心としたオリジナルユニッ
ト「Okamoto Island」による演奏公演と、軽音楽クリ
ニックを行います。

開催日／2月11日（火・祝）
時間／午後2時開演（午後1時30分開場）
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館　小劇場
出演／岡本博文（ギター）、佐伯準一（キーボー

ド）、荒玉哲郎（ベース）、マーティー・
ブレイシー（ドラムス）、ヤヒロトモヒロ
（パーカッション）

入場料／一般2,500円、25歳未満1,000円
　　　　65歳以上2,000円  税込
　　　　※11月16日（土）発売予定　
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

「古典芸能キッズワークショップ
（箏・日本舞踊）」
「箏曲ジュニアアンサンブル」
発表会（仮称）
県内小学生対象の「古典芸能キッズワークショップ
（箏・日本舞踊）」、中学生対象の「箏曲ジュニアア
ンサンブル」各受講生の合同成果発表会です。

開催日／2月16日（日）
時間／午前11時開演（午前10時30分開場）
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館　小劇場
入場料／無料　
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

「邦楽演奏家養成事業」演奏会
（仮称）
県内在住の方を対象とした「邦楽演奏家養成事業」受
講生の演奏会です。

開催日／2月16日（日）
時間／午後2時開演（午後1時30分開場）
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館　小劇場
入場料／無料　
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

大通寺あせび展
「あせび展」は、大通寺の境内で行われる馬酔木（あ
せび）の盆栽展です。馬酔木は毒性があり、馬が葉を
食べると麻痺するといわれていますが、その花は可憐
で、鈴蘭に似た壺型の小花を房状につけます。馬酔木
の盆栽の中には、幹の直径は 20cm 以上、高さ 2m以
上、樹齢約 300 年以上という古木もあります 。寺では
毎年、赤、白、ピンクの馬酔木が、見る人を楽しませ
てくれます。 馬酔木の盆栽展、全国的にも例がない珍
しい展示となっています。

開催日／2月中旬～ 4月中旬
開催場所／長浜別院大通寺　
長浜別院大通寺　☎ 0749-62-0054

長浜きもの早春のつどい
着物のこと、「和」の文化の知識を深めたい方のため
の一歩進んだ大人の講座です。「和」をテーマにした
講演会の後は、ライトアップされた盆梅展の鑑賞をお
楽しみいただき、ホテルのディナーで参加者との交流
を深めていただけます。また、着物などが当たる抽選
会も開催。「和」を知り、きものを知る　優美で風雅
な早春のひとときをどうぞ。

開催日／2月22日（土）
開催場所／長浜太閤温泉　浜湖月　
長浜きもの早春のつどい事業部会

　 ☎ 0749-65-6521

March 3月
北近江エリア

ぶんさん人形劇フェスティバル
～輝く子どもたちの未来へ～
（仮称）
県内のアマチュア人形グループとプロの人形劇団によ
る公演。

開催日／3月8日（日）
時間／午前9時30分から
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館
【小劇場】〈幼児・小学生対象〉
　「14ひきのはる・なつ・あき・ふゆ」人形劇団ポポロ

入場料／全席指定
　　　　大人1,500円
　　　　子ども（中学生以下）1,000円
　　　　親子ペア2,000円

【練習室】〈乳児対象〉
　　「ビーンズドリーム」くわえ・ぱぺっとステージ

入場料／自由席
　　　　大人800円
　　　　子ども（中学生以下）500円
　　　　親子ペア1,000円
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

北伊勢エリア

春季企画展

刀剣幻
ファンタジア

想曲
刀剣・刀装具を中心にご覧いただきます。

開催日／3月７日（土）～５月10日（日）
開館時間／午前 9 時 30 分～午後 5時
 　　　　　（入館は午後 4 時 30 分まで）
入館料／高校生以上150 円、中学生以下無料
開催場所／桑名市博物館
　　　　　（三重県桑名市京町 37 番地1）
休館日／月曜日（月曜が祝日の場合は開館）
☎0594-21-3171

【桑名市指定文化財】
《刀　銘　備前介藤原宗次》
（天武天皇社蔵）

西美濃エリア

令和元年度　第1回
池田さくらマラソン
開催日／3月20日( 金・祝 )　
詳しくは池田町ホームページでご確認ください。
https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/
池田さくらマラソン実行委員会

　 ☎ 0585-45-8711

三国歳時記に、イベント情報を
お寄せいただく方は、次回春号 
２月７日（金）までに、ご連絡く
ださい。

「さんごく誌」は、春・夏・秋
の年３回の発行になりました。

お知らせ
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マイカー無料点検
岐阜県自動車整備振興会による、無料自動車点検会で
す。この機会に、無料ですので簡単な点検にはなります
が、普段見落としがちなところも点検します。点検を受
けた方には、池田温泉の無料入浴券も進呈されます。

開催日／11月2日 (土 )　
開催時間／午前10時～午後3時
開催場所／道の駅 池田温泉　東駐車場
道の駅 池田温泉　☎0585-45-0037

西美濃まるごとバザール
西濃地域等の各市町、交流都市、商工会による特産品
の販売と、大垣商工会議所各部会、女性会及び商店街
等の参加による食品、衣類等の販売を行う大バザー
ル。日曜日には公開ラジオが開催される。

開催日／11月16日 (土 )・17日 ( 日 )　
開催時間／午前10時～午後3時
開催場所／大垣駅通一帯・新大橋特設ステージ
西美濃まるごとバザール実行委員会

　(大垣観光協会内　☎0584-77-1535)

いびがわマラソン2019
第 32 回大会

開催日／11月10日 (日 )　
開催場所／揖斐川町内
いびがわマラソン実行委員会

　 ☎ 0585-23-0117

谷汲もみじまつり
岐阜県重要無形文化財に指定されている「谷汲踊」の
上演やふれ愛市など催し物多数。

開催日／11月10日 (日 )　
開催場所／町営谷汲門前駐車場　
揖斐川町谷汲振興事務所

　 ☎ 0585-55-2111

中山道ぎふ17宿歩き旅
古戦場のまち関ヶ原で
「マイ“刀”」作り体験
まっさらな木製の刀に塗装をし、刀の柄に紐を巻く
「柄 ( つか ) 巻き」を施せば、世界にひとつだけのオリ
ジナルの刀が完成します。

開催日／11月23日 (土・祝 )・24日 (日 )
開催時間／午前9時30分～正午
開催場所／関ケ原町笹尾山交流館
参加料／4,500円
定員／15名
申し込み締め切り／開催3日前
申し込み先／ぎふ歴史街道ツーリズム事務局
　　　　　　☎0584-71-6134

横蔵寺もみじまつり
郷土芸能や物産展などを開催。

開催日／11月17日 (日 )
ライトアップ／11月１日～30日
　　　　　　 日没後～午後9時　
開催場所／横蔵寺駐車場　
揖斐川町谷汲振興事務所

　 ☎ 0585-55-2111

揖斐川町　産業フェスティバル
バザーなどの開催。

開催日／11月16日 (土 )・17日 ( 日 )
開催場所／揖斐川町地域交流センターはなもも・
　　　　　ＪＡいび川本店前　
揖斐川町　産業振興課　☎0585-22-2111

第 20回　柿・牡蠣まつり
平成 10 年に友好町となった北見市常呂町との産業振興
を目的に両市町の特産物販売を行う祭り。大野町特産
品「富有柿」の販売・北見市の「牡蠣」や海産物販売
など、柿と牡蠣が楽しめる祭典です。

開催日／11月23日（土・祝）
時間／午前9時～12時
開催場所／ 大野町役場駐車場 　
大野町役場　観光企業誘致課

　 ☎ 0585-34-1111  

秋の城台山公園と
揖斐川の町並みウォーキング
秋の城台山と本町通りを歩くウォーキング。

開催日／11月下旬
開催場所／揖斐川町内　
揖斐川町　観光文化戦略課

　 ☎ 0585-22-2111

城下町大垣イルミネーション
大垣駅から大垣公園にかけて、輝くイルミネーショ
ン。市民のアイデアいっぱいの、さまざまなイルミ
ネーションが楽しめます。

開催日／11月30日 (土 ) ～ 12月 25日 (水 )
時間／午後5時～午後9時
開催場所／大垣公園芝生広場、大垣駅通り
　　　　　大垣駅北口広場・南口広場
　　　　　水門川新大橋
　　　　　大垣駅アクアブリッジ周辺
　　　　　大垣駅南街区広場　
大垣市商工観光課　☎0584-81-4111

木曽三川公園秋の花物語
コスモスで飾られる大花壇とゆったりと過ごせる大き
な芝生広場。ワンちゃんと一緒に楽しめる「わんこマ
ルシェ」、ステキな手作り作品に出会える「木曽三川
秋のハンドメイド市」、親子で楽しめる「ミニ電車に
乗ろう」など、楽しいイベントがいっぱい。園内に電
子ピアノが置いてありますので、ぜひ、弾いてみてく
ださい。天候を気にせず乳幼児と保護者の方が遊べる
「室内あそび場」も用意しています。

開催日／～11月4日 (月・振 )
時間／午前9時30分～午後5時

開催場所／国営木曽三川公園
　　　　　木曽三川公園センター
　　　　　（岐阜県海津市海津町油島255-3）　
木曽三川公園管理センター

　 ☎ 0584-54-5531　FAX0584-54-5533

木曽三川公園「冬の光物語」
毎年開催される木曽三川公園センターのイルミネー
ションイベント「冬の光物語」。広大な公園を覆う広
さと高さ、ダイナミックな光の演出が見どころ。毎年
テーマが変わり、今年のテーマは「フラワー・ファン
タジー」。園内は 50 万球の光で煌びやかに彩られま
す。期間中の日曜日はミニコンサートなどを開催する
予定です。天望タワーの展望室からの眺めも最高！是
非光の世界を楽しんで！ 12 月 31 日は、午後９時～翌
０時 30 分までカウントダウンイベントを行います。

開催日／11月23日（土）～12月31日（火）
点灯時間　午後4時30分～午後9時
開催場所／国営木曽三川公園
　　　　　木曽三川公園センター
　　　　　（岐阜県海津市海津町油島255-3）　
木曽三川公園管理センター

　 ☎ 0584-54-5531　FAX0584-54-5533

2019-2020
イルミネーション in 道の駅池田温泉
今年の冬も、温泉新館と道の駅がイルミネーションで
彩られます。記念撮影用スポットも随所に設置。カッ
プルはもちろん、ご家族でも楽しんでいただけます。
期間中は、足湯も輝きます。なお、11 月 23 日 ( 土 ) に
は、午後 5時から点灯式を開催予定。無料での温かい
物の配布も予定されてます。

開催日／11月23日(土)～令和2年2月24日(月・祝)
開催場所／道の駅 池田温泉　駐車場一帯　
道の駅 池田温泉　☎0585-45-0037

December 12月
北近江エリア

びわ湖ホール声楽アンサンブル

子ども向けオペラ「泣いた赤鬼」
米原公演
浜田廣介原作の児童文学「泣いた赤鬼」を、松井和彦
作曲により本格オペラ化。子どもはもちろん、大人の
方もお楽しみいただけます。※本公演は、米原市立米
原小学校の鑑賞会を兼ねています。

開催日／12月3日（火）
時間／1時30分開演（午後1時開場）
会場／滋賀県立文化産業交流会館　イベントホール
出演／びわ湖ホール声楽アンサンブル
　　　（古屋彰久、迎肇聡、飯嶋幸子、益田早織、
　　　 島影聖人、五島真澄、田中千佳子）
入場料／自由席（一部指定）・税込
　　　　一般：1,000円、25歳未満：500円
対象／3歳以上（3歳未満のお子さまはご入場に

なれません。）
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

November 11月
西美濃エリア

小野リサ コンサート2019
～Music Journey～
ボサノヴァの女王と呼ばれている小野リサが、ルッチ
プラザに帰ってきます。今回はピアノトリオとの編成
でお届けします。心地よいボサノヴァのリズムと清涼
感あふれる歌声を、コンサートホールならではの豊か
な響きでお楽しみください。

開催日／１２月７日（土）
時間／午後4時（午後3時30分開場）
開催場所／ルッチプラザ　ベルホール310
出演者／Vo. ＆ Guiter：小野リサ
　　　　ピアノ：林　正樹
　　　　ベース：西嶋　徹
　　　　ドラム：斉藤　良
チケット／全席指定
　　　　 一般：前売3,500円、当日4,000円
　　　　※未就学児は入場不可
ルッチプラザ　☎0749-55-4550

こほくイルミの広場
イルミネーション
こほくイルミの広場で地域住民手作りのイルミネー
ションがこほくのまちを彩ります。

開催日／12月14日（土）～1月13日（月・祝）
開催場所／長浜市湖北支所西公園　
こほくイルミの広場実行委員会事務局

 　☎0749-78-1287

ユースシアター
「めざせ！ミュージカル
 ～みんなで創ろう夢の舞台～」
発表公演（仮称）
県内の小学 3年生から大人まで幅広い年齢層のメンバー
で制作した、オリジナルミュージカルを上演します。

開催日／12月22日（日）
時間／午後2時開演（午後1時30分開場）
会場／滋賀県立文化産業交流会館　イベントホール
入場料／全席自由・税込
　　　　一般：1,000円、25歳未満：500円
　　　  （当日各500円増）※10月19日（土）発売
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

西美濃エリア

樽見鉄道 しし鍋列車の運行
樽見鉄道では、しし鍋や季節料理が楽しめる「しし鍋
列車」を運行します。しし鍋や季節の山菜料理などを
味わいながら、のんびりとした列車の旅をお楽しみい
ただけます。

開催日／12月から2月の年末年始を除く
　　　　毎週木曜日
料金／お一人様５，５００円（セット：ボタン鍋と
季節料理・うすずみ温泉入湯券・断層観察館入場
割引券・大垣～樽見１日フリー切符）
当日の行程／レールバスに乗って車内でお食事
大垣 12：08 → 樽見 13：14（本巣駅で専用車
両に乗り換え）樽見到着後、無料シャトルバスで
温泉へ、温泉到着後は自由行動
最低催行人数／２０名　※お電話での御予約が必要です　
樽見鉄道㈱　☎ 0581-34-8039 

　（平日午前9時～午後5時）

足湯がゆず湯
今年の冬至は 12 月 22 日 ( 日 )。その冬至にちなみ、前
後６日間は足湯がゆず湯になります。もちろん足湯は
無料でご利用いただけます。寒い中ですが、柚子の馨
しい香をお楽しみください。

開催日／12月19日 (木 ) ～ 24日 ( 火 )
開催場所／道の駅 池田温泉　足湯　
道の駅 池田温泉　☎0585-45-0037

「おかあさんといっしょ」
 ガラピコぷ～とあ・そ・ぼ !!
「おかあさんといっしょ」で人気の人形劇「ガラピコ
ぷ～」の仲間たちとおねえさんが繰り広げる歌や踊り
のコンサート。ステージと会場が一体となって盛り上
がるファミリーステージ！

開催日／12月21日（土）
時間／
　1回目 午後 1時 00 分開演 ( 午後 12 時 30 分
開場 )
　2回目 午後3時30分開演(午後3時00分開場)
開催場所／大垣市スイトピアセンター
　　　　　文化ホール
　　　　　(大垣市室本町5丁目51番地 )
入場料／全指定席　一般：1,700円
備考／※１歳以上有料（１歳未満で保護者の膝上
で鑑賞する場合は１名まで無料）
(公財 )大垣市文化事業団

　 ☎ 0584-82-2310

年越しカウントダウンステージ
＆花火
恒例の年越しイベント。ライブステージや軽快なトー
クを楽しみながら、年明けを待ちます。年が明けた
ら、新年をお祝いして、花火を打ち上げます。

開催日／12月31日 (火）
時間／午後9時～翌午前0時30分
開催場所／国営木曽三川公園
　　　　　木曽三川公園センター
　　　　　（岐阜県海津市海津町）
木曽三川公園管理センター

　 ☎ 0584-54-5531  FAX0584-54-5533

May 1月
北近江エリア

豊国神社十日戎
商売繁盛を祈願する豊国（ほうこく）神社の祭礼行事
で、一年で最も賑わいます。10 日の本戒では、宝恵駕篭
（ほえかご）行列が行われ、福娘たちが長濱八幡宮まで
を往復します。福餅まきや甘酒の接待もあります。

開催日／1月9日（木）～1月11日（土）
開催場所／豊国神社　
豊国神社　☎0749-62-4838

長浜盆梅展
歴史・規模ともに日本一の新春の催事「長浜盆梅
展」。明治の和風建築の慶雲館のお座敷に、ずらりと
並んだ盆梅は見ごたえたっぷり。盆梅は開花状況に合
わせて入替を行っているので、常に見頃の盆梅 90 鉢
をご覧いただけます。今年も京都造形芸術大学のプロ
ジェクトチームによる斬新な展示に注目！ 2月～ 3月
の土日祝は夜間ライトアップも。

開催日／1月10日（金）～3月10日（火）
時間／午前 9時～午後 5時
　　　（ライトアップ時は～午後８時30 分）
開催場所／慶雲館　
公益社団法人長浜観光協会

 　☎0749-65-6521

芝居小屋「長栄座」新春公演
音楽巡礼　～和楽器と歌でめ
ぐる湖国滋賀～
明治時代の芝居小屋「長栄座」を再現した舞台で、創
作邦楽作品から古典の本格的な作品まで幅広いライン
ナップを上演。岐阜出身の日原暢子（箏）が初出演。

開催日／1月18日（土）
時間／午後2時開演（午後1時30分開場）
会場／滋賀県立文化産業交流会館
　　　イベントホール特設舞台「長栄座」
出演／萩岡松韻（箏曲演奏家）、池上眞吾（箏、

作曲）、日原暢子（箏、二十五絃箏）、横
山政美（ソプラノ）、二塚直紀（テノー
ル、びわ湖ホール声楽アンサンブル ソロ登
録メンバー）、滋賀県邦楽専門集団「しゅ
はり」 他

入場料／全席自由・税込　※11月上旬発売予定
　　　　一般：2,500円
　　　　25歳未満：1,500円（当日各500円増）　
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111
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おじゃる丸
銀河がマロを呼んでいる
～ふたりのねがい星～
NHK で大人気放送中のアニメ「おじゃる丸」。宮沢
賢治「銀河鉄道の夜」をモチーフに繰り広げられるス
トーリー。いつもの「のんびり、まったり」の世界観
をはなれて、ハラハラ・ドキドキさせられつつも、感
動の結末が！

開催日／毎週土・日、休祝日、大垣市小中学校の
　　　　春・夏・冬休みは平日も上映
時間／午前11時、午後4時
開催場所／大垣市スイトピアセンター
　　　　　コスモドーム
　　　　　(大垣市室本町5丁目51番地 )
入場料／全自由席　300円
　　　　※18歳以下は無料   
備考／小学3年生以下は保護者同伴で入場
(公財 )大垣市文化事業団

　 ☎ 0584-84-2000

©犬丸りん・NHK・NEP

HAYABUSA2
～RETURN TO THE UNIVERSE～
自ら燃え尽きながらも、小惑星「イトカワ」のかけら
を届けたはやぶさを引き継ぐ、はやぶさ 2。幾度とな
く先送りされたミッションの現実と最新鋭の探査機の
ひみつについて紹介します。

開催日／毎週土・日、休祝日、大垣市小中学校の
　　　　春・夏・冬休みは平日も上映
時間／午後2時
開催場所／大垣市スイトピアセンター
　　　　　コスモドーム
　　　　　(大垣市室本町5丁目51番地 )
入場料／全自由席　300円
　　　　※18歳以下は無料
備考／小学3年生以下は保護者同伴で入場
(公財 )大垣市文化事業団

　 ☎ 0584-84-2000

©ライブ©HAYABUSA2 製作委員会

北岡明佳 錯視展
静止しているのに、なぜか不思議に動いているように
見える図案などを多数考案した錯視研究の第一人者で
ある北岡明佳教授（立命館大学）の作品を展示します。

昆虫展《同時開催》
地球上で最も繁栄している昆虫の仲間から、世界のカ
ブトムシ・クワガタムシを中心に、この地域で普通に
見られる甲虫類やチョウ類を展示し、世界の中での日
本の昆虫分布などを紹介します。

開催日／10月5日（土）～11月4日（月・祝）
時間／午前9時～午後5時
開催場所／大垣市スイトピアセンター
　　　　　アートギャラリー
　　　　　(大垣市室本町5丁目51番地 )
入場料／無料
備考／毎週火曜、10/16、10/23は休館
　　　10/22（火）は開館。
(公財 )大垣市文化事業団

　 ☎ 0584-84-2000

博士が教える科学教室
「太陽系探査の最前線
　～はやぶさ２生命の起源を探る旅～」
「我々はどこから来たのか」「太陽系の起源や進化」
「生命の原材料」を解明しようとしている、はやぶさ
２ミッションについて、専門家の視点から楽しく語っ
ていただきます。

開催日／10月19日（土）
時間／午後 3時開演（開場午後 2時 30分） 
開催場所／大垣市スイトピアセンター
　　　　　コスモドーム
　　　　　(大垣市室本町5丁目51番地 )
講師／縣 秀彦（国立天文台准教授）
入場料／全自由席　500円   
備考／対象：小学生以上
　　　（小学3年生以下は保護者同伴）
　　　WEBにて販売中
　　　http://www.og-bunka.or.jp
（公財）大垣市文化事業団　 ☎ 0584-84-2000

秋の音楽祭
「学生ウインドアンサンブル｣
池田高校吹奏楽部と大垣女子短期大学音楽総合学科ウ
インドアンサンブルコースの学生さんによる発表会で
す。秋のひと時、美しい音色でお楽しみください。

公演日／10月27日（日）
時間／午後１時30分～午後3時30分
開催場所／道の駅 池田温泉　イベント広場
道の駅 池田温泉　☎0585-45-0037

November 11月
北近江エリア

長浜きものの集い2019
浜ちりめんの産地である長浜で、幅広い層の方々に着
物を楽しんでいただけるイベント。午前と午後の２回
の講座と、参加者への記念品、まちなかでの昼食な
ど、着物で１日を楽しんでいただけるプログラムをご
用意しています。（要予約）

公演日／11月2日（土）
開催場所／長浜市街地一帯
長浜きものの集い事業部会

　 ☎ 0749-65-6521

北びわ湖戦国クルージングツアー
滋賀県観光キャンペーン「戦国ワンダーランド滋賀・
びわ湖」の開催に伴い、長浜市・高島市の観光協会が
連携し、特別企画として各種戦国ツアーを開催しま
す。大型客船「ビアンカ」でいく戦国をテーマとした
クルージングツアーには、声優の山口勝平さんなどを
ゲストに迎え、竹生島を巡る魅力いっぱいの内容で
す！（要予約）

開催日／11月3日（日）
開催場所／長浜市～高島市
北びわ湖広域観光協議会

　 ☎ 0749-33-7101

石田三成祭
～生地で集う～ 石田三成祭2019
出生の地として、石田三成公にゆかりのある長浜市石
田町では、毎年「石田三成祭」を開催しています。こ
の日は、三成公の法要をはじめ、ステージイベントや
講演会など催しがもりだくさん。三成公のふるさと長
浜へお越しください。

開催日／11月3日（日）
開催場所／石田会館および特設会場 
石田三成祭実行委員会　☎0749-62-8285

北びわ湖戦国バスツアー
滋賀県観光キャンペーン「戦国ワンダーランド滋賀・
びわ湖」の開催に伴い、長浜市・高島市の観光協会が
連携し、特別企画として各種戦国ツアーを開催しま
す。琵琶湖の北部に位置する北近江は天下を決する多
くの合戦の舞台となりました。信長や権力者の覇権争
いの舞台となった北びわ湖エリア（長浜市・高島市）
のストーリーをつなぐバスツアーは見どころ満載！

開催日／11月7日～8日、12月 5日～6日、
　 　　　2020年 3月14日、15日
開催場所／長浜市～高島市
北びわ湖広域観光協議会

　 ☎ 0749-33-7101

鶏足寺・石道寺の紅葉
「紅葉の名所鶏足寺」として、毎年多くの方が紅葉散
策に訪れることで知られています。ゆるやかな参道の
石段、苔むした石垣に二百本のもみじの古木が幽玄な
情景を醸し出しています。

開催日／ 11月 9日～27日
開催場所／鶏足寺・石道寺
（公社）長浜観光協会　北部事務所
　 ☎ 0749-82-5909

鴨料理
11 月 15 日の鴨狩猟解禁にあわせ、長浜の各料理店で
は冬の名物「鴨すき」などの鴨料理が始まります。長
浜の鴨料理は、多くの店で天然の真鴨を食材としてい
ます。

公演日／11月15日～3月下旬
開催場所／長浜市内　数十店舗
（公社）長浜観光協会　☎0749-65-6521

2019年度ホールサポーター企画　　
＜親子で楽しむクラシック名曲コンサート＞
子どもオペラ
「ブレーメンの音楽隊」
０歳から入場できるコンサートです。たくさんの動物
さんたちが登場する「ブレーメンの音楽隊」を元に音
楽劇をお贈りします。歌や踊り、手遊び歌などを交え
ながら親子でクラシック音楽をお楽しみいただけま
す。動物さんたちと一緒に、音楽のお勉強をしよう！
どきどきわくわくのこどもオペラへようこそ！

開催日／11月16日 (土 )
時間／午前10時45分（午前10時30分開場）
開催場所／ルッチプラザ　ベルホール310
チケット／全席指定
　　　　　大　　人：500円 (前売 ･当日とも )
　　　　　小中学生：300円 (前売 ･当日とも )
　　　　　未就学児：無料 (整理券が必要 )
　　　　　※入場制限なし (０歳から入場 )
ルッチプラザ　☎0749-55-4550

「劇作家による戯曲講座
　～ごまのはえschool
　   　　　あなたの脚本家への道！～」
リーディング会
脚本家・ごまのはえ氏を講師に迎えた「戯曲講座」受
講生による創作朗読劇を上演します。

開催日／11月23日（土・祝）
時間／午後3時開演（午後 2時45分開場）
会場／滋賀県立文化産業交流会館　第1会議室
入場料／無料
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

仲道郁代 ピアノ・リサイタル
～ショパン名曲集～
日本のピアニストの第一人者である仲道郁代のオール
ショパン・プログラムのリサイタルです。

第１部はピアノソロ、第２部では有名なピアノ協奏曲
第１番を、オーケストラではなく、弦楽四重奏の室内
楽バージョンで演奏します。ひと味違ったピアノ協奏
曲をお楽しみいただきます。

開催日／11月24日（日）
時間／午後2時（午後1時30分開場）
開催場所／ルッチプラザ　ベルホール310
チケット／全席指定
　　　　　一般：前売　3,000円
　　　　　　　　当日　3,500円
　　　　　中学生以下：前売・当日とも1,000円
　　　　　※未就学児は親子室での鑑賞
ルッチプラザ　☎0749-55-4550

北伊勢エリア

いなべの里　新そば祭り
“三重のそば処”に新そばの季節到来！採りたて、引
き立て、打ち立てのそばを召し上がれ♪名人のそば打
ち実演あり。

開催日／11月 3日（日）
開催場所／いなべ市役所員弁庁舎駐車場
いなべ市そば祭り実行委員会

　 ☎ 0594-86-7832

October 10月
西美濃エリア

第2回
ONSEN・ガストロノミー
ウォーキング in 湯の山温泉
ONSEN・ガストロノミーツーリズムとは、日本の魅力
あふれる温泉地を拠点にして、その地域特有の「食、
自然、文化・歴史」すべてをウォーキングによって、
一度に体感できる新たなツーリズムです。

開催日／ 11月 23日 (土 ) 開催 
イベント詳細と申込み／ONSENガストロノミ―
ツーリズム　https://onsen-gastronomy.com/
　※申込みはこのサイトからのみ定員になり次第募集終了
開催場所／メイン会場アクアイグニス片岡温泉
　　　　　※スタート場所は中道登山口駐車場
一般社団法人　菰野町観光協会

 　☎059-394-0050

西美濃エリア

中山道ぎふ17宿歩き旅
宿場のごちそう垂井宿で
じねんじょご飯作り体験
江戸時代の旅籠「長浜屋」で垂井の名産じねんじょを
生産者が自ら提供。参加者みんなでじねんじょを摺
り、おくどさん ( かまど ) で飯炊き体験をします。

開催日／11月10日 (日 )
開催時間／午前10時～午後12時30分
開催場所／長浜屋・垂井町1227番地
参加料／2,000円
定員／30名
申し込み締め切り／11月3日
申し込み先／ぎふ歴史街道ツーリズム事務局
　　　　　　☎0584-71-6134

プラネタライブ
「アコースティックギターの調べ
　～星空に響く世界の名曲たち～」
POPS,JAZZ などのスタンダード曲から映画音楽まで、
アコースティックギタリスト熊谷朋久のソロコンサー
トをプラネタリウムの星空と共にお楽しみください。

開催日／11月9日（土）
時間／午後2時開演（開場午後 1時 30分） 
開催場所／大垣市スイトピアセンター
　　　　　コスモドーム
　　　　　(大垣市室本町5丁目51番地 )
入場料／全自由席　500円   
備考／WEBにて販売中
　　　http://www.og-bunka.or.jp
( 公財 ) 大垣市文化事業団

　 ☎ 0584-84-2000
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岐阜県 西美濃エリア

滋賀県 北近江エリア
三国歳時記
イベントカレンダー
※イベントの内容は変更になる場合があります。
　事前にお確かめの上、おでかけください。

三重県 北伊勢エリア

長浜きもの大園遊会2019
長浜きもの大園遊会は、長浜の市街地一帯を全国から
集まった着物女性約 1000 人がそぞろ歩く日本一の着
物イベントです。参加者には豪華景品が当たる大抽選
会や、まちかどイベントなど様々な催しをご用意して
います。同日に、きものデーを開催しています。着物
姿であれば性別・年齢問わず誰でもお買い物券などの
特典があります。古いまち並みに着物姿が映え、長浜
が１年でもっとも華やぐ１日です。

開催日／ 10月 12日（土）
開催場所／長浜市街地一帯
長浜出世まつり実行委員会

　 ☎ 0749-65-6521

長浜火縄銃大会
種子島に鉄砲が伝来した翌年の 1544 年、長浜・国友
で鉄砲の製造が始まったと伝わります。国友・種子
島・堺の合同火縄銃演武が行われた第１回長浜出世ま
つり以後、現在では国友、種子島に加え、堺、彦根の
計４団体による火縄銃の競演が行われています。

開催日／ 10月 12日（土）
時間／午前10 時 30 分～正午
開催場所／長浜城歴史博物館
長浜出世まつり実行委員会

　 ☎ 0749-65-6521

秋の曳山巡行
春に開催していた「曳山交替式」を今年から秋に移行
し、豪華絢爛な曳山８基を曳行する「秋の曳山巡行」と
して、装いも新たに各種市民団体の協力で盛大に開催し
ます。春には長浜曳山祭、秋には曳山巡行として、年間
２回にわたり長浜曳山祭の魅力を発信します。

開催日／ 10月 12日（土）
時間／午前 9 時～午後 4 時
開催場所／曳山博物館・周辺道路
公益財団法人長浜曳山文化協会

　 ☎ 0749-65-3300

豊公まつり
豊公まつりでは、賤ヶ岳合戦の凱旋を表現した秀吉公
や賤ヶ岳七本槍などの武者行列・稚児行列が行われま
す。行列は、お昼頃に豊国神社を出発し、長浜八幡宮
まで練り歩き、豊国神社に戻ります。武者行列の途中
と最後に餅撒きを行います。

開催日／ 10月 13日（日）
開催場所／長浜市街地一帯
長浜出世まつり実行委員会

　 ☎ 0749-65-6521

SL 北びわこ号2019年秋季運転
1995 年に運転を開始した「ＳＬ北びわこ号」は、秋
も湖北路を走ります。

開催日／ 10月 13日・20日・27日
　　　　 11月 3日・10日（いずれも日曜日）
開催場所／JR米原駅～JR木ノ本駅間
走行区間／北陸本線 米原～木ノ本 駅間
　　　　　（22.4 ｋｍ）
運転時刻／「ＳＬ北びわこ１号」 
　米原（午前10時9分）発～
　　　　　　　　木ノ本（午前10時52 分）着
停車駅／長浜、虎姫、河毛、高月
車両・客車／D51
鉄道を活かした湖北地域振興協議会

　 ☎ 0749-65-6521

大道芸フェスタ in 虎御前
大道芸フェスタ in 虎御前は、普段見ることのできない
世界トップクラスの大道芸人達の迫力あるパフォーマ
ンスを楽しむことのできるイベントです。 メインの大
道芸ステージでは、パフォーマーが会場を盛り上げま
す。大道芸ではおなじみのジャグリングやパントマイ
ム、コメディータッチのお笑い芸、お子様に大人気の
バルーンアートショーなど、とびきり多彩なパフォー
マンスの数々で、来場者の皆さんを笑いと感動の世界
に導きます。

開催日／ 10月 14日（月・祝）
時間／午前10 時～午後 4 時
開催場所／虎姫生きがいセンター 
とらひめまつり大会委員会事務局

　 ☎ 0749-74-0194

観音の里ふるさとまつり
多くの観音さまがあたたかく見守り続ける「観音の
里」長浜市北部地域には、国宝、重要文化財を含め、
著名な観音さまが数多くまつられています。観音の里
ふるさとまつり当日は、長浜市高月町・木之本町内の
観音堂等が一斉に開帳され、各観音堂等を巡る「巡回
バス（有料）」が運行されます。また、まつりの開催
にあわせて特別に開帳される観音堂等を巡る事前予約
制のツアー（周遊バスツアー）も実施されます。

開催日／ 10月 20日（日）
時間／午前9 時～午後5時
開催場所／長浜市高月町周辺
観音の里ふるさとまつり実行委員会

　 ☎ 0749-82-5900

ENGLISH GARDEN ローザンベリー多和田
ハッピーハロウィン2019
今回で 9回目となるハロウィンイベント。ハロウィン
仮装した「ひつじのショーン」も登場する特別な 2日
間�パレード（エントリー制／有料）や仮装コンテス
トに、かわいい限定スイーツなど盛りだくさん！子ど
もも大人もみんなで楽しもう！

開催日／10月26日（土）・27日（日）
時間／午前10時～午後5時
入園料／大人1,000円、小人500円
　　　　2歳以下無料
ローザンベリー多和田　☎0749-54-2323

　 （米原市多和田605-10）

日本の歌・昭和の歌Ⅱ
～懐かしの歌コンサート～
前回大好評だった愛唱歌や童謡、昭和歌謡など、誰も
が知っている名曲を集めたコンサートの第 2弾です。
びわ湖ホール声楽アンサンブルの美しいハーモニーで
お贈りします。会場の皆さんと一緒に歌うコーナーも
あります。御家族お揃いで、是非お越しください。

開催日／10月26日（土）
時間／午後2時（午後1時30分開場）
開催場所／ルッチプラザ　ベルホール310
チケット／全席自由
　　　　　一般：前売1,500円　当日2,000円
　　　　　中学生以下：前売・当日とも 500円
　　　　　※未就学児は親子室での鑑賞
ルッチプラザ　☎0749-55-4550

北伊勢エリア

第50回湯の山温泉僧兵まつり
織田信長と勇敢に戦った三嶽寺の僧兵に由来する祭
り。三重県下最大の炎の祭典とも言われます。燃え盛
るたいまつを立てて重さ 600 キロもの神輿を担ぎ、
温泉街を練り歩く「火炎みこし」が最大の見どころ。
花火の打ち上げやステージでのタレントショー、パ
フォーマンス、夜店屋台等のイベントを多数開催しま
す。多くの皆様に楽しんでいただける催しとなってい
ます。

開催日／ 10月 6日（日）
湯の山温泉協会　☎059-392-2115

まこも収穫祭
さまざまなまこも料理を味わいながら、まこもの魅力
を再発見できるイベントです。（まこも料理の特選屋
台、菰野町産農産物の販売、まこもクラフト体験工作
など）ぜひお越しください。

開催日／ 10月 6日（日）
時間／午前10時～午後4時
開催場所／菰野町役場本庁周辺（福祉公園）
NPO法人三重県自然環境保全センターECCOM

　 ☎ 059-325-6386　FAX059-993-0689

福王神社秋の大祭
急な石段を登りきったところにある福王神社は、聖徳太
子が 1200 年前に奉じたと伝えられる毘沙門天をおまつ
りしています。秋の大祭では各種祈願、昇殿者に記念品
進呈、神使天狗のお払い・福引き会等が行われます。

開催日／10月13日（日）・14日 (月・祝 )
時間／午前9時～午後3時30分
菰野町観光協会　☎059-394-0050

いなべ市　商工まつり2019
いなべ市商工会主催の秋の祭典。ステージイベントな
ど多彩な催しが行われます。夜には打ち上げ花火（午
後６時 30 分～午後７時）あり。

開催日／10月20日（日）
時間／午前10時30分～午後7時
開催場所／いなべ市役所員弁庁舎駐車場
いなべ市商工会　☎0594-72-3131

特別企画展
京都画壇を代表する女性画家　
伊藤小

しょうは

坡－まなざしにみちびかれ－
伊勢出身の女性画家・伊藤小坡を取り上げ、小坡独自
の女性像に迫ります。

開催日／10月 26日 ( 土 ) ～ 11月 24日 ( 日 )
開館時間／午前 9 時 30 分～午後 5時
　　　　　（入館は午後 4 時 30 分まで）
開催場所／桑名市博物館
　　　　　（三重県桑名市京町 37 番地1）
休館日／月曜日
　　　　（月曜が祝日の場合は開館・翌火曜日休館）
入館料／高校生以上500円、中学生以下無料
☎0594-21-3171

伊藤小坡《初雪》（個人蔵）

「千草街道」探訪ハイキング
参加者募集
鉱山跡などの遺跡が残り、かつて近江商人や織田信長
が通ったとされる千草街道を探訪しませんか。

開催日／10月26日（土）
　　　　 天候等により中止する場合があります。
集合時間／午前6時30分
集合場所／朝明渓谷大駐車場
参加できる人／中学生以上の健康で体力に自信のある方
定員／80名
参加費／1人　1,500円（当日徴収）
持ち物／雨具、懐中電灯（ヘッドランプ）、軍
手、タオル、弁当、飲み物、着替え、非常食等。
申込方法／ 10月 16日（水）までに、観光産業
課に備え付けの申込用紙に必要事項を記入のうえ
お申し込みください。
菰野町役場観光産業課観光商工推進室

　 ☎ 059-391-1129

西美濃エリア
中山道ぎふ17宿歩き旅

垂井宿の名所「長浜屋」で
そば打ち体験教室
身近な家庭用道具でそばが打てる！そんな嬉しい技を
垂井のそば打ち名人が分かりやすく解説 ･指導をしま
す。

開催日／10月19日 (土 )
開催時間／午前10時～午後12時30分
開催場所／長浜屋・垂井町1227番地
参加料／1,000円
定員／6 名
申し込み締め切り／10月14日
申し込み先／ぎふ歴史街道ツーリズム事務局
　　　　　　☎0584-71-6134

ふれあい垂井ピア
毎年秋恒例のふれあい垂井ピアは、今年は垂井町文化
会館と隣の垂井役場新庁舎広場で開かれます。

開催日／10月19日 (土 )・20日 ( 日 )
開催時間／10:00～ 16:00
開催場所／垂井町新庁舎・垂井町文化会館
19 日：東西対抗戦国俳句バトル、芸能ショー、

ものまねショー・神奈月、キャラクター
ショー、マルシェ、キッチンカーなど

20日：よさこいソーラン、親子ふれあい広場、丸太
切り競争、ぎふチャンラジオ公開生放送・
美川憲一、マルシェ、キッチンカーなど

垂井町役場産業課　☎0584-22-1151

October 10月
北近江エリア






