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コロナに負けず、２０２１年度の活動を確認 

― 令和 3（2021）年度 支部総会 開催 ― 

４月１０日、ひまわり館において近江八幡観光ボランティアガイド協会の

支部総会が、安土支部の中西会長を含め総勢５７名の参加で実施されまし

た。昨年は、コロナの影響で多くのイベントが中止となり、ガイド実績も激

減しました。 

 総会では、観光塾からの４名の入会者による入会動機やガイドへの意気込

みも聞かれ、また役員体制ではフレッシュな役員も増え、これからの協会運営を一層盛り立てられることでしょ

う。長い冬も必ず終わります。アフターコロナの活動に向け会員一致し、「近江八幡を盛り上げよう」を再確認

できた総会となりました。                                 〈広報部記〉 

八幡の歴史・文化・産業などを再確認できました 

 

コロナ禍継続の中、今年の「ふるさと観光塾」開催が危ぶまれましたが、 

予定通り令和３年 1月末から 3月上旬までの間で無事終了しました。 

お蔭さまで今回の「ふるさと観光塾」は開催(平成４年)してから 29回目を

迎える事になりました。 

例年受講生は約 30名参加されますが、今年は「コロナウィルス」感染防止

のため人数制限をして約半数 16名の皆様に参加して頂きました。昨年同様

コロナ感染に十分注意して受講生とガイドとの距離を保ち、又濃密接近にならないよう配慮して例年通り 6 回

講座を実施しました。今年の受講生皆様も近江八幡の歴史・文化・産業・自然風土・観光等に大変興味をお持ち

で沢山の貴重なご意見、ご質問、ご提案をいただき座学講座も大好評でした。 

今回の観光塾も研修部が担当しましたが、近江八幡に沢山の観光客の皆さんがまた戻って来られる時を想定

して「おもてなし」の心を忘れずに 日々案内説明の準備を怠らず自己研鑽していく所存です。 

末筆になりますが、毎年ふるさと観光塾開催中「各資料館、八幡別院、瑞龍寺、ヴォーリズ学園、旧伊庭邸、 

浄厳院」等のスタッフの皆様方には大変お世話になり感謝申し上げます。           〈研修部記〉 
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― 令和２年度「近江八幡ふるさと観光塾」を終えて ― 

 

・江州音頭の話も良かったし、踊りの説明・実演等素晴らしい事を学ばせてもらった。 

 

・歴史のある寺院内にはゆっくり入った事がないが、八幡別院・村雲御所瑞龍寺・浄厳院等の奥の部屋、庫裏 

まで案内して頂き感激した、仏像も素晴らしかった、又歴史の重さを感じた。 

 
・八幡商人の生い立ち(経営の仕方)、秀次の巧みな城下町経営などを初めて知った。 

 
・八幡市内には沢山のヴォーリズ建築が残っている、若き日のヴォーリズ氏の行動力・生き方に感心した。 

 ・受講時間を長くして欲しい、話をされた講師・ガイドの方は皆様話が上手で解り易く学習できて楽しかった。 

 

【
受
講
生
の
皆
様
の
感
想
】 
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今回、ふるさと観光塾に入会しました佐々木と申します。 

私は、ここ滋賀県の出身ではなく、東北仙台の生まれです。 

仕事も転勤族で日本全国を移動しておりました。２０年ほど前、妻の実家が近いこの地に居

を構えましたがそれ以降、定年まで単身赴任生活を続けていました。そのため、近江八幡に

は知縁もなく、歴史もあまり知らない状況でした。 退職を機に、家庭菜園をする日々を過

ごしておりますが、今回ふるさと観光塾を知り参加させていただき、近江八幡の歴史に触れ

とても興味深く感じました。ボランティアガイドになり、多くの歴史に彩られた美しい近江

八幡をもっと知るとともに、来訪されるお客様と触れ合うのも魅力と感じています。 

 ４月から週２回の仕事が急に入りましたが、うまく両立して楽しくネットワークを広げて 

いきたいと思っています。よろしくお願いします。 

 

 

 近江八幡市長光寺町に生まれ育つ、昭和２６年生まれの７０才です。 

我が家は、江戸時代の西川甚五郎家の娘さんと結婚し中山道武佐宿で油屋をしていました。

二代目は東京に店を出し次男は静岡で商売をしました。その当時の看板には舶来品石炭油と

書かれた看板が残っております。家は江戸時代に建てられたと思われます。西川家より送ら

れたと思われる享保雛があります。屋号は「仲屋」で現在も健在ですが、家の保全には多額

の費用が掛かるため取り壊して近代の家やアパートが立ち並ぶようになって、宿場の面影が

無くなりつつあり何とか中山道武佐宿を守り育てたい思いを観光ボランティア活動を通じ

て盛り上げたいと思います。武佐宿には武佐で発見された武佐竜胆の花があります。平成２７年に近江八幡の花に認

定されました武佐竜胆は環境省レッドリストに登録されている極めて貴重な花です。栽培されているのは、今では北

海道の一部と滋賀県の武佐の地区だけで育てられています。武佐竜胆は絶滅危惧種第Ⅱ類に登録されており人間が手

を加えてやらないと絶滅する為現在は地域住民で「むしゃりんどう保存会」を結成、会員３１名で守り育てています。

新しい動きとして地元長光寺町出身で草木染めの第一人者である人間国宝志村ふくみ先生に武佐竜胆で草木染めのこ

ころみを御願いしています。近江八幡市を人間国宝志村ふくみ先生の草木染めの聖地として広めたい。 

 

  

私は仕事の関係で、蒲生町を起点に海外を含めて転々としてきましたが、最終的にはこ

の近江八幡にたどり着きました。 

ボランティアガイドをやろうと思ったきっかけは、市報で知った「近江八幡ふるさと観光

塾」に昨年に参加して、多くのボランティアガイドの方々に近江八幡の魅力を教えてもら

った事です。ただ長年この地に暮らしていながら地元の事を何も知らない事も実感しまし

た。そこで少しずつでも近江八幡について勉強しようと、図書館で本を借りて近江八幡の

歴史や近江商人等について約一年の間勉強して来ました。まだまだ未熟だとは思いました

が、一念発起今年はボランティアガイドに挑戦してみようと入会しました。 

私は海外生活も体験しており、外国人との会話には度胸だけはありますので、いずれコロナ禍が収束して、来られ

た外国人観光客の皆さんに近江八幡の本当の良さをお伝え出来るようになったら良いなと思っています。  

 

成田傳良さん 

平田晃三さん 

人間国宝志村ふくみ先生の聖地 

 

故郷を外国人にも伝えたい 

佐々木弘二さん 

■ 新入会員の紹介■ 歴史に彩られた美しい近江八幡 
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 私の住まいは白雲館の真後ろの通りにあり、今日まで同じ家に住んでおります。 

左義長まつりや自治会など地元のなかで育まれ暮らしてまいりました。 

人生も一段落した今、郷土の文化・歴史・など改めて振り返ってみたく今回の学習塾を受講し

ました。以前、水草とヘドロの川と化していた八幡堀の修景保存が完成したころ、観光バスが

来るようになり現在では広く知られる観光スポットになりました。 

 商家・八幡堀・土蔵など、歴史と文化を大切に保存継承したいという直向きな姿勢が観光客の心を引き付けている

のではないかと思います。「おもてなし」精神をボランティアガイドに込めて頑張ります。ご指導の程を。 

＝ 新役員・新班長の所信表明 ＝ 

★ 今、知識のチャージ期間         研修部長 伊東章三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

この度、事務局長という重責を引き受けするこ 

とになりました。昨年入会したばかりでガイド自 

体の経験が少ない者にできるのかなという不安が 

先に立っているところです。 

事務局の役割は、役員会や全体会議の事前調整・

運営、支部総会の準備・運営、備品管理、保険に関

する事務、新入会員・会員への対応等、非常に多

岐にわたる事務があるとのことです。 

ボランティアガイド協会は、長年にわたり会を運

営されており、組織としても大変充実しており、

これまで大きな実績をあげてきておられます。 

今年もコロナ禍が継続する中であらゆる分野で

の生き方が変化してきています。特に観光面でも従

前とは違う新ガイドスタイルも発生(i.e. リモート

ガイド方式)しており多様化しつつあります。その

状況下で研修部長を任され大役ゆえに身の引き締

まる思いです。 

コロナ禍の影響にて約１年余りで団体観光客が

激減し、ガイド全員出動回数も呼応して激減しま

した。ガイド無案内が続くと脳内の記憶が薄れて

くるので日常のガイドルーチンが大事になりま

す。少数グループのお客様を案内する場合や、上述

の新スタイルガイドの場合でもガイド会員は本来

の『おもてなし』精神を保ち、フレキシブルに対応

して行く必要があると認識しています。 

今年度は我々ガイド全員が良いチャンス(知識の 

チャージ期間)と捉まえて研修部は以下の計画をメ 

 

インとして推進して行きます。会員皆さんと共に知

識の『引き出し』アップと『おもてなし』の向上を目

指していく所存です。 

1.研修部定例「座学講座」の充実（会員オープン参加の拡大） 

2.協会の新規地域および新入会員のための現地研修の充実 

3.外部研修への積極的な参加促進 

  （各地域ブロック研修会、内覧会など） 

4.長命寺内陣特別拝観のための研修 

5.五輪イヤーにおける Voice Tra使用導入の呼びかけ 

  （外国人へのベーシックなおもてなし） 

6.他地区のガイドから学ぶ研修旅行の実施 

7.市民向け「2021年度ふるさと観光塾」の開催 

以上、研修部としてガイドに役立つ知識を会員皆様に

提供して行けるよう努めて参ります。 

今後とも会員皆様のご支援、ご協力を頂きますよう

よろしくお願い致します。 

 

 

このような会の裏方を担うとい 

うことで、大変身の引き締まる 

思いです。まずは会員の皆様に 

ご迷惑をかけないように会の 

運営がスムーズに進められる 

ように努めていくことが大切であると思っており

ます。しかし、至らないところが多々あると思いま

す。皆様のご理解を頂きながら少しでも皆様のお役

に立てるように進めていきたいと思います。 

何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

「おもてなし」精神で 山本守倶さん 

★ 身を引き締めて、会員のお役立ちに      事務局長 樋口洋一 
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★ やり甲斐と楽しさを感じ      ガイド部Ａ班班長 松本共子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■協会の紹介(最終回)■ 【事務局】～ガイド協会がスムーズに運営できるよう～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

本会に入会して、まだ３年、 

いえ、もう３年になります。 

コロナ禍のなか、先輩のガイドさ

れる有様をあまり見せてもらえ

ず、自分自身も、ガイドの実践が

できず、会員の皆様のお顔もはっ

きり分からないまま今日に至っ

ております。 

しかし、その間に、研修のお誘いや資料や写真の

提供を受けました。さらに、ご自分のエピソ－ドや、

お客様への思いなどを聞かせてもらってガイドの

やり甲斐や楽しさを感じ取らせていただきました。 

 

そして、私自身も、ガイドをさせてもらった中学

生の方から、自分達で作った新聞（私の写真も入

れて）、礼状と共に送ってくださって、とても、

励みとなりました。 

こんな私ですが、班長というお役が務まるの

か、とても不安いっぱいですが、「きっと皆様が

助けてくださる」だろうとポジティブに考えて、

お引き受けしました。まだまだ、コロナ禍は続く

と思われますが、お客様に安心して、安全に「お

もてなし」の気持ちをこめて、お迎えできるよう

にしていきたいと思っています。皆様、どうぞ、

ご支援よろしくお願いいたします。 

 

単年度でなく最低2年は務める必要

があります。私も 2016 年の支部総

会からいきなり業務を任せられま

したが、最初は何も分からないま

ま、会長の指図に従って協会事務の

一切を行ってきましたが、時間が経 

つに従って、内容が分かってくると、これは本当に

事務局の仕事なのか？判断に迷うこともしばしばで

した。次第に厚顔になってくると、これは〇〇部で

お願いします。などと他部署にお任せすることも覚

えました。でも事務局は大変だな！というお言葉を

頂戴することもたびたびでした。4 月からは毎月の

役員会議や全体会議の会場の段取りやレジメ・資料

の作成、そして議事録の配布。ガイド会員の住所録・

緊急連絡網の作成と配布。ガイドのボランティア活

動保険の加入、毎月のガイド実績の集計などがいき 

 

なり来ます。 

PC メールのある会員とメールの無い会員への文書

（全体会議資料・議事録）の配布もあります。なお、

その前の 3 月には「総会」資料の準備があり、これ

も大変な作業です。「ボランティア活動保険」では私

の任期中に 3 名が保険対象になり手続きをさせてい

ただきました。「救急救命講習」も事務局の仕事にな

りました。ふるさと観光塾やガイド養成講座で新会

員が入ってくれば、その対応もしなければなりませ

ん。駐車証や名札・個人ファイルなどの手配です。

新入会員と役員幹部との懇談会の設定も事務局がし

ています。・・・・このように事務局としては、いろ

いろと裏方として、また VG 協会がスムーズに運営で

きるよう各種関係団体とも協力連携して頑張ってい

ます。今後ともよろしくお願いいたします。 

〈西川 秀夫〉 

一昨年から、ボランティアガイド協会の会計を担当

させていただいている村井です。ボランティアガイ

ド協会に入会して半年後から会計に携わり、最初は

ほとんど何もわからず右往左往していましたが、や

っと全体が見えてきて、少しはスムーズな対応がで

きるようになったかなと思っております。会計の透

明化を図る為、まとめての入出金ではなく、個々の

明細ごとに通帳に記載となります。その為お世話に

なっている銀行さんとの往復の毎日ですが、今後も

さらに真実性の原則に基づき、正確かつスピード感

をもって進めてまいりたいと思います。ボランティ

アガイド協会の会計は、主としてガイド会員からの 

 

年会費、近江八幡市からの補助金、そして賛助会員 

様からの賛助会費で成り立っています。特に賛助会

員様には、このコロナ禍で観光客も少ないなかで、

多額の賛助会費をいただき誠に有難うございます。 

皆様から頂いたこれら賛助会費等は、①ガイド会員

の意思疎通を図る為の会議会場費、印刷費 ②お客

様と我々とのガイド申し込みの通信費 ③ガイド

推奨コース等掲載のホームページ維持管理費 ④

近江八幡市民に向けた『ふるさと観光塾』等に有効

に使わせていただいております。今後も、市民の皆

様及び賛助会員の方々の期待に応えるべく近江八

幡市の観光発展に寄与していきたいと思いますの

でご協力よろしくお願い申し上げます。〈村井達郎〉 

 

【会計】 ～市民・賛助会員の方々の期待にも応えて～ 


