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友の会サービスを利用して素敵な一日を過ごしませんか
エリアごとに提携店やおすすめスポットをご紹介します
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アクティビティを楽しむ！
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写真上／箱館山コキアパークと秋色の琵琶湖（撮影／塩見芳隆）
写真下／大津祭（びわこビジターズビューロー提供）

津

Otsu
今月の表紙

謎

あなたはわかりますか?

解き×世界遺産
不思議な棚田は
ローマ帝国の温泉郷 ! ?
ヒエラポリス−パムッカレ（トルコ・1988年登録）
この不思議な風景は何だろう。ここはか
つてローマ帝国のヒエラポリスという都
市にある石灰棚で、温泉郷として栄えた
場所。綿の名産地だったことからパムッ
カレ
（綿の宮殿）
と呼ばれていた。石灰岩
から溶け出した地下水が地熱で温泉と
なり、
その温水が傾斜地を流れ落ちる際
に炭酸カルシウムが沈殿し、棚状の珍し
ヒエラポリス−パムッカレ

1

い景観を作りだしている。

マークの店舗、施設では友の会会員カードの提示による特典があります。

おでかけ

エリア☆ナビゲーション
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関西最大級のフラワーパーク！
ゴンドラに乗って天空の楽園へ

遊ぶ

高 島

琵琶湖のパノラマを眺めながら
深紅に色づくコキアに包まれる

冬はスキー場 ︑夏は約 2 5 0 万 輪のゆ

りの花が咲き誇る今 津 町の箱 館 山 ︒ゴン

ドラで行く標 高 6 2 7ｍの山 頂 付 近は︑

日 常 を 忘れさせてくれる 天 空の楽 園 ！

園内に4カ所あるコキアパークでは︑8月

10

下旬から9月上旬にかけてライトグリー

ンのコキアが次第に色づきはじめ︑ 月に

は深 紅の鮮やかな秋コキアが見ごろを迎

高島市今津町日置前4201-4 TEL.0740-22-2486
テレホンサービス 0740-22-2477
秋コキア／9月10日
（土）
〜10月10日
（月・祝）
ゴンドラ往復乗車料＋入場料1,850円を1,400円に割引

えます ︒紅 葉のコキアから眼 下に広がる

●箱館山コキアパーク

琵琶湖の眺望も絶景です︒

親 子で 遊べるスポットが

いっぱいのキッズワールドや

デューンバギーパーク︑
ストラ

イダー 広 場 ︑そ して 琵 琶 湖

周 辺 を 空から楽しむ 遊 覧ヘ

!!

リコプターなど ︑アクティビ

ティな魅力が満載

10

月 2 日︵ 日 ︶
には﹁ 今 津

バッハの管弦楽組曲は、小学生の時に演奏したことがある思い出の曲で
す。オーケストラをバックにバッハを演奏するのは初めてで、
どんなバッハに
なるのかすごく楽しみ。ガリバーホールはフルートコンクールの
会場でもあり、
どちらかというと怖い場所だったんですが、本当
に響きのすてきなホールで、いい思い出もたくさんあります。今
回は指揮者の藤岡先生とご一緒に新しい気持ちでバッハに取
り組みたいと思っています。
フルート奏者 中川 彩

え え もんまんぷく 祭 ﹂も 開

一般3,500円 バルコニー席3,000円 高校生以下2,000円
指揮・お話／藤岡幸夫 フルート／中川彩
曲目／J.S.バッハ:管弦楽組曲第2番、
ドヴォルザーク:弦楽セレナーデ、
久石譲:
「千と千尋の神隠し」
より いつも何度でも 他
message

催 されます ︒秋の箱 館 山 を

10月2日
（日）15:00開演 高島市ガリバーホール

湖西の雄大な山々と琵琶湖の美しさ…大自然を感じて心身ともにリフレッシュ！
レジャーやスポーツなど家族連れでも楽しめるアクティビティ・スポットをご紹介！
！

たっぷり堪能しませんか︒

関西フィル弦楽オーケストラ
リラックスコンサート in 高島

雄大な自然に癒やされて
アクティビティを楽しむ！

聴く

関西フィルのリラックスコンサート
高島でいよいよクライマックス！

関西フィルの﹁リラックスコンサート﹂が︑

ガリバーホールの高 島 公 演でいよいよクラ

イマックスを迎えます︒おなじみの﹁アイネ・

クライネ・ナハトムジーク﹂やミュージカル

※サービスの詳細、
最新情報はKEIBUNホームページ
（http://www.keibun.co.jp）
でご確認ください。

﹁サウンド・オブ・ミュージック﹂のメドレーな

TEL.0740-22-6666
※企画商品除く

ど︑大人から子どもまで楽しめる選りすぐ

●今津サンブリッジホテル
高島市今津町今津1689-2
宿泊料金（室料）10%OFF

りのプログラム︒高島市の出身で︑
ガリバー

●奥琵琶湖マキノグランドパークホテル
高島市マキノ町高木浜 TEL.0740-28-1111
宿泊料金（室料）10%OFF レストラン
（料理・飲物）10%OFF

のあるフルート奏者・中川彩が

泊まる

ソリストとして出 演 するのも

●鮒寿し懐石料理 湖里庵
高島市マキノ町海津2307 TEL.0740-28-1010
お食事の方にワンドリンクサービス ※カード1枚につき4名様まで

大きな話題です︒バッハの管弦

●エルブライド 寿光苑
高島市安曇川町青柳1472 TEL.0740-32-2215
飲食代5%OFF ※ただし、結婚披露宴は除く

楽組曲では︑関西フィルの精鋭

●うなぎ・川魚料理 西友（にしとも）
〔本店〕高島市今津町住吉2-1-20 TEL.0740-22-9111
フリーダイヤル 0120-39-2105
〔駅前店〕高島市今津町名小路1-6-9 TEL.0740-22-1888
飲食代 5%OFF

揃いの弦 楽 器 奏 者たちとのア

食べる
●宝亭［焼肉］
高島市朽木宮前坊842 TEL.0740-38-3747
焼肉をお召し上がりの方にソフトクリームをお一人に一つ無料

ンサンブルが聴きどころ！

この他にも下記の店舗で会員カードによる
サービスがご利用いただけます

ホールで毎 年 開 催 される﹁ びわ 湖 国 際フ
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れこめん

和ろうそくの安定した大きくて柔らかな炎は、洋ろうそくとは明らかに違う。
その要因は原材料。洋ろうそくは石
ろう

油由来、和ろうそくは植物から採った蝋が素材。
この環境にやさしい植物由来の素材に徹底してこだわり、手
だい よ

作業で何層も塗り重ねる伝統製法を４代にわたって守り伝えているのが高島市今津町の「大與」
だ。日本固
はぜ

有種の櫨の実から採った蝋100％の最高級品「櫨ろうそく」
が１本から買えるほか、普段使い用には米ぬかの
蝋100％使用の「お米のろうそく」
も。植物と日々変化する自然の温度や湿度、
そして職人の巧みな技から生ま
れる良質のあかりをぜひ一度灯してみて欲しい。
だい

体験

高島市今津町住吉2-5-8 ☎0740-22-0557
9：00〜17：00 不定休 ※来店の際は事前に電話を
http://www.warousokudaiyo.com/
★色ろうそく２本入りセットを10名様にプレゼント。
詳しくは25ページ参照。

※引換券は特設テントで各ふるまいの30分前から配布します（先着順）。
※詳細はhttp://www.hakodateyama.com/green/をご確認ください。

かまどで炊き上げたご飯は格別！
懐かしい里山の食事を体験しよう

箱館山コキアパーク

私たちの食文化の原風景は、火とい
うエネルギーを使って植物の実や動物
の肉などを調理し、人と人とが卓を囲

303

和ろうそく大與

んで自然の恵みをおいしく味わうこと。

近江今津

その象徴ともいえる竃（かまど）が台所
から消えて久しい。安曇川泰山寺のソ
ラノネでは手づくりの「愛農かまど」で
お米を炊き上げ、ソラノネ食堂で「かま
どご飯セット」や「畑の恵みカレー」とし

よ

近江手造り和ろうそく 大與

3

コキアはホウキギとも呼ばれるアカザ科の植物。もこもこした姿が愛らしい（写真は9月頃の撮影）。
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湖西線

とも

●場所／箱館山コキアパーク特設テント会場
ご来園の方に、新米コシヒカリおにぎり、今津名産柿、
とん
ぶりそば、野菜具だくさんイノシシ汁、
うなぎ蒲焼、今津銘
酒琵琶乃長寿など、
地元今津の盛りだくさんの特産品を無
料でふるまいます。
また地元特産品の直売も実施します。

K
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10月2日
（日）10：30より

TA

1

環境にやさしいあかりを灯す
自然と人の手から生まれる
和ろうそくで豊かな時間を︒

2

開催

今津ええもんまんぷく祭 決定！

1：
「大與」
の和ろうそくは滋賀県指定の伝統的工芸品。
特に櫨蝋100％の
「櫨ろうそく」
は油煙や蝋が流れ落ち
ることがほとんどなく、
あかりの美しさが際立つ。2：櫨
の実は最高級の素材。3：写真左「お米のろうそく」1号
（1匁）20本入り1,000円
（税別）
は2011年度グッドデ
ザイン賞受賞。右は季節の12ヶ月セット9,000円（税
4：お店は和モダンなギャラリー風に。
別）。

●安曇川泰山寺 ソラノネKINOKUNIYA
高島市安曇川町田中4942-1 TEL.0740-32-3750
かまどご飯体験（要予約・所要時間約1時間30分）
料金／大人1,890円、
お子様（小学生以下）1,260円
かまどご飯体験のお客さまに
オーガニックコーヒーをサービス

琵琶湖

新旭

て提供しています。また、お客さま自身
4

161

でご飯を炊いて食事ができる「かまど
ご飯体験」も大人気。湧き水でお米を
洗い、薪を使ってじっくりと炊き上げ
る。自分で炊いたご飯の味はまた格別

ソラノネ
KINOKUNIYA

安曇川

です。懐かしい里山の食事を、ご家族
一緒に楽しんでみましょう。
高島市ガリバーホール
近江高島

2

マークの店舗、施設では友の会会員カードの提示による特典があります。

おでかけ

エリア☆ナビゲーション

※他のカード提携店につきましてはKEIBUNホームページ
（http://www.keibun.co.jp）
でご確認ください。

れこめん
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今年も秋の開催が決定！
！
大津のまちなかと琵琶湖畔で
すてきな音楽が響き渡ります

写真（上・右）提供／びわこビジターズビューロー

クルーズ船に乗ってびわ湖大津館のランチへ
旅気分で過ごす極上の休日

Area File

大 津

大津市浜大津1-4-1 旧大津公会堂1F TEL.077-525-2701
ウエルカムドリンクサービス ※ただし、ディナータイムのご利用に限る

﹁大津祭の曳山行事﹂
が
国指定の重要無形民俗文化財に

10

大津市のまちなかを巡行する
豪華絢爛な曳山とからくり人形

ひき やま

湖国三大祭のひとつ︑ 月に開催される﹁大津祭﹂は

てん そん

天 孫 神 社の例 祭 ︒江 戸 時 代の初 期から続く歴 史と伝

統のある祭 礼で︑今 年 3 月には﹁ 大 津 祭の曳 山 行 事 ﹂

が国の重要無形民俗文化財に指定︵県内4件目︑大津

市では初︶︑春から記念事業が展開され︑秋の本番に向

けて祝祭ムードもクライマックスに！

※ただし、
ディナータイムのご利用に限る

けん らん

●リストランテ・ラーゴ

※ただし、
12/31〜1/3、
5/1〜5/5、
びわ湖大花火大会開催日、
8/11〜8/16除く

ゴブラン織りの見 送り幕や装 飾 金 具で飾られた豪

●びわ湖大津プリンスホテル
大津市におの浜4-7-7 TEL.077-521-1111
トップシーズン
（1/1〜1/3、
8/1〜8/20、
12/31）
、
企画商品除く
①室料10%OFF ※ただし、

大津市浜大津1-4-1 旧大津公会堂1F TEL.077-522-1616
カード提示で1組4名様までウエルカムドリンクをサービス

華絢爛な曳山︑中国の故事を題材にしたからくり人形

●ニクバル モダン・ミール

13

の披露など︑見どころがいっぱい︒宵宮には各町の曳山

●琵琶湖ホテル
大津市浜町2-40 TEL.077-524-7111
①レストランご飲食5%OFF ②プール（夏季）30%OFF ③宿泊室料10%OFF
①〜③すべて同行者含む4名様まで

ちまき ま

※ただし、
ディナータイムのご利用に限る

から祭囃子が聞こえ︑本祭では 基の曳山がまちなか

泊まる

はや し

大津祭のお囃子を聞けば気分も高揚します。湖国の文化の魅力をたっぷり満喫しましょう。

を巡行︒厄除けの粽撒きでは通りにどっと歓声が沸き

大津市浜大津1-4-1 旧大津公会堂B1F TEL.077-527-0011
カード提示で1組4名様までウエルカムドリンクをサービス

湖都・大津の秋はお祭りムード一色に！びわ湖アートフェスティバルやジャズフェスなど音楽イベントに加え、

ます︒湖都の秋を彩る大津祭は必見です︒

●和フレンチ 大津グリル

●大津アレックスシネマ
大津市浜町2-1（浜大津アーカス内） TEL.077-527-9616
通常料金から一般200円引、高・大学生100円引 ※他のサービスとの併用不可

まつりだ！ジャズだ ! !
フェスティバルは最高潮

食べる

レトロモダンな洋館レストラン
旧大津公会堂でディナーはいかが?

1934年︑浜大津に建設された旧大津公会堂は︑

市 民の交 流の場として親しまれ︑その後は社 会 教 育の

施設として利用されてきました︒2003年からは地

域 住 民の後 押しで保 存 整 備が行われ︑
モダンな洋 館の

雰囲気をそのままに︑4つのレストランが入った交流・商

遊ぶ

ティバルの会場としても賑わってい

買う
●パティスリーパレット パレット・アトリウム皇子山店
大津市皇子が丘3-3-23 TEL.077-525-1231
記念日
（誕生日、結婚式、結婚記念日など）のケーキ5%OFF ※ただし、前日までに代金済予約

ます︒そして︑
しがぎんホールで音

●ふぐ料理・はも料理 くし屋敷
大津市中央2-2-9 TEL.077-527-1001
滋賀の銘酒1合サービス

楽を楽しんだあとは︑旧大津公会

●旬遊 あゆら
大津市中央2-6-39 TEL.077-522-3601
飲食代10%OFF ※ただし、他のサービス券との併用不可

堂のレストランでおいしいディナー

に舌鼓！

食べる
●ドイツレストラン ヴュルツブルク
大津市由美浜5 TEL.077-526-3500
飲食代5％OFF ※ただし、他のサービス券との併用は除く ※1回1組6名様まで

業施設として生まれ変わりました︒

この他にも下記の店舗で会員カードによる
サービスがご利用いただけます

2階︑3階の会議室とホールは貸し出され︑身近なと

File

ころでは﹁ K E I B U N 文 化 講 座 ﹂︑大 津ジャズフェス
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（土）宵宮 夕刻〜21：00
大津祭 10月8日

9日
（日）本祭 9：00〜17：30

●場所／天孫神社、
曳山巡行／大津市中心市街地
●お問い合わせ／
NPO法人大津祭曳山連盟 TEL.077-525-0505

昭和初期に滋賀初の本格的な迎賓館として建てられ、数々の

▲粽撒き

賓客を迎えたびわ湖大津館。
その１階にある
「ベル ヴァン ブルー
ジュ」
は 美食の国 ベルギーの港町をイメージしたレストラン。
ガラ
ス張りの店内から広々とした琵琶湖の風景を楽しみつつ、
シェフが
旬の素材やハーブにしっかり手をかけた創作フレンチと、
個性豊か

遊ぶ

ほうじゅん

で芳醇な本場のベルギービールが味わえる。隣接するイングリッ

第8回大津ジャズフェスティバル

10月15日
（土）
・16日
（日）両日12：00〜20：00（予定）

大津港発「ミシガンクルーズ」
で
湖上の風を感じて

シュガーデンでは、
バラをはじめ美しい四季折々の花々が私たちを

会場／JR大津駅〜京阪浜大津駅〜びわ湖畔（入場無料）
※詳細は公式サイトでご確認ください

協賛パートナーステージ

琵琶湖の爽やかな風を肌で感じてみたいあな

ガーシュウィン物語Ⅱ
「サマータイム」

たに琵琶湖汽船の「ミシガンクルーズ」がおすす

迎えてくれる。船でアプローチして一日たっぷり旅気分に浸るのが

10月15日
（土）15:00開演 しがぎんホール

め。アメリカのミシシッピー川を就航する外輪船

出演：端山梨奈（ソプラノ）、二塚直樹（テノール） 他
曲目／オペラ
「ポーギーとベス」
ハイライト 他
会員3,000円、学生2,000円（詳細は9ページ参照）

をイメージしたミシガンは琵琶湖を代表する観光

おすすめ！

http://otsu-jazz.com/

船で、デッキから望む360度の琵琶湖の大パノラ
マをはじめ、船上ではすてきな音楽やイベント、
多彩な食事などエンターテインメントが満載！
湖南航路（ミシガン、高速船含む）は1時間に1
本の運航で、大津港からにおの浜、柳が崎湖畔

2
4

3

1：琵琶湖を一望できるガラス張りの店内。ク
ルーズ船の桟橋が目の前に。2：大津の賓客を
もてなしたクラシックなびわ湖大津館。3：シェ
フおすすめのランチコースの一例。
メインは3
種から1つを選べ、
シフォンケーキ・コーヒーが
ついて2,160円（税・サービス料込）
とお手頃。
4：イングリッシュガーデンでは秋咲きのバラ
が見頃を迎える。

大津港（びわ湖クルーズ）

公園などの観光地へもスムーズに移動ができま

1

Bel van Brugge

す。この秋、湖上から琵琶湖の魅力をたっぷり楽
しんでみませんか？

ベル ヴァン ブルージュ

大津市柳が崎5-35 ☎077-511-4180 無休（ただし、年2回施設点検による臨時休館あり）
ランチ11：00〜14：30（LO）、カフェ＆デザート10：00〜17：00、
ディナー17：00〜21：00（LO19：30）※5,000円以上のディナーコースは要予約
http://www.biwako-otsukan.jp/restaurant.html
★シェフおすすめのランチコースお食事券をペア1組2名様にプレゼント。
詳しくは25ページ参照。

●びわ湖クルーズ 琵琶湖汽船
大津市浜大津5-1-1 TEL.077-524-5000 フリーダイヤル 0120-050-800（9：00〜17：00）
※運航ダイヤ、乗船料は琵琶湖汽船ホームページをご覧ください

http://www.biwakokisen.co.jp/
「竹生島クルーズ」
に限る
乗船料20%OFF ※「ミシガンクルーズ」
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浜大津

なぎさ公園
（大津ジャズフェス会場）

旧大津公会堂

琵琶湖ホテル

しがぎんホール

京

阪

大津祭曳山展示館

※グルメチケットを利用すればミシガンクルーズでランチも楽しめます（19ページ参照）。

天孫神社
（大津祭）

石

山

島ノ関

坂

本

線
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