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西村観光政策課長のガイドについての一言
ガイドは持続可能な観光振興の旗手
近江八幡市観光政策課長 西村喜代仁
本市観光の最前線を支えていただいている観光ボランティアガイド協会さんには改めて感謝を申し上げま
す。
今から約３０年前、ちょうど伝建地区選定、白雲館復元、かわらミュージアムが建てられた頃から、訪問者
にその歴史と魅力を伝えてこられたガイド協会は、堀を守る市民の方々とともに、八幡堀界隈を全国的な観
光名所に育て上げられた立役者であり、今日も、八幡山城跡や安土城跡、寺社仏閣やヴォーリズ建築、旧
街道や西の湖、沖島など市内各所で日々ガイドに奮闘され、一方で地元の児童や学生へのガイド、市民を
対象にした観光塾開催など、郷土愛の醸成にも大きく寄与いただいております。
日常的に旅行者と一緒に現地を巡りながら土地の魅力を伝え、感想や本音を聞き取り、主客の思いを共
有できるのは、ガイドさんだけです。この特権とそれに応えられるガイドさんこそ、持続可能な観光振興の旗
手であると思います。
依然コロナ禍ではありますが、引き続き、おうみはちまんらしい観光ガイドとして会員皆様のご活躍を期待
いたします。

森嶋篤雄会長
（73）が、公益社
団法人日本観光振興協会から観光振
興事業功労者として
の受賞おめでとうご
ざいます

２０２２年度ガイド養成講座

7 月 9 日 実ガイド研修

7 月 16 日 講座生トライアル研修
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新ガイドさんの一言 ＜ふるさと 近江八幡＞

２０２２年８月２０日

田中 愛子

私は、近江八幡市で生まれ、今日まで近江八幡市で過ごして来ました、
先日ガイド講習を受けて、今までの私の記憶では、情報が古かったり、誤った情報
を持ち続けていた事に気づかされ愕然として、自分自身にがっかりしました。
「これは、何も知らないなー」と感じました。
これからは、正しい近江八幡の事をもっと「知りたい。」「見たい。」と思っています。
そして新しい記憶として塗り替えられるよう勉強したいと思っています。よろしくお
願いします。

新ガイドさんの一言

高岡 洋文

初めまして。高岡洋文と申します。西宮生まれ、実家安土、大工町在住です。
文化会館とひまわり館でイタリア料理店を営んでおります。
もともとイタリア映画好きが高じて大学でイタリア語を専攻して仕事やワインの勉
強でローマに長期滞在したり、イタリアへの食とワインの旅を企画してお客様をイタ
リアにお連れしたりする仕事を個人でしておりました。その中で、イタリア各地で活
躍するガイドさんと交流する機会が多く「なんて素敵な仕事なんだ！」という畏怖
の念と羨望の思いを持つようになり、近江八幡の街をもっと良い街にしたいという
気持ちもあいまって今回の募集に繋がりました。
人前で話すことには慣れていますが、いかんせん知識と経験が著しく不足して
おります。何とか皆様についていきたい思いですので、厳しいご指導とご鞭撻のほ
ど何卒宜しくお願い致します！

ガイド養成講座を終えて

ガイド部部長

出口 博之

今年もガイド養成講座を実施し、7 月 16 日に終了しました。その結果、ガイド養成講座に応募いただきま
した 2 名の方に、近江八幡観光ボランティアガイド協会に入会いただく運びとなり、7 月28 日の全体会議にて
正式入会いただきました。
このガイド養成講座は 2018 年から開始し、これまでに 14 名の方々が入会されました。その後 3 名の方が
都合により退会されましたが、11 名の方々が現在も活躍中であり、今回 2 名さらに増えることとなります。
定年延長となり、60 歳を超えても現役を続行される方が増えることから、ガイドになられる方が少なくなるこ
とが予想されたため、春のふるさと観光塾からの入会者だけでなく、新たに入会していただける機会を増や
す目的で実施しましたが、おかげさまで会員を増やすことができました。
6 月の市広報誌に掲載いただき、多数の応募を期待しましたが、ぎりぎりまで応募が 1 名しかなく心配してお
りましたが、どうにか 2 名の応募で、講座を開催することができました。
7 月 2 日にはオリエンテーション、9 日には簡易マニュアル説明と先輩ガイドによる模擬ガイド、16 日には受
講者によるガイド演習と 3 回に分けて実施しました。今回は、1 名の方が都合がつかなかったため一部変則
で実施しましたが、無事終了することができました。
今回入会されます 2 名は、女性の 1 名が 5 月まで現役で仕事をされており、退職後の生きがいつくりの一
環としてガイドを応募され、熱心に受講いただきました。男性の 1 名は、現在イタリアンレストランを経営され
ており、制約はありますが市の友好使節団の通訳をされて 経験もあり、海外から来られる方々に故郷近江
八幡を紹介したいとの思いから受講いただき、今後の活躍が期待されます。

30 周年に寄せて
江州音頭 祭文家 深尾勝義
10 年ひと昔と申しますがこの 3 倍もの長期間、ボランティア精神を貫き通
し、大勢の会員さんが心を一つにして“観光客招致と満足”に非常に大きく貢
献されたことは、筆舌に尽くせない感激で、衷心よりお祝いと共に、ご苦労様
ですと申し上げます。
八幡堀や伝建地区で、水色のジャンパーの人に出会ったら、必ず笑顔で、
会釈してくれます。ガイドさんの笑顔って、いいですね。
貴会が毎年企画されます「ふるさと観光塾」には、過去、何百人という方々が
受講され、近江八幡の歴史や観光について幅広く、数日かけての勉強会。指導の方の親切丁寧な振る舞い
に感激しておりました。また、塾開催の都度、江州音頭の勉強会には多くの時間をいただき、滋賀県の郷土
芸能と言われる江州音頭の普及に大きなお力をいただきありがとうございました。
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江州音頭の一節“近江八幡よいところ”をご覧ください。
〽伝建地区と申します 江戸の昔の建物が 今に残せし街並みは八幡商人豪商の 三方よしの夢のあと
〽学校か役所か図書館か 伴家住宅と申するが その向かいには資料館 アメリカ生まれの牧師さん ウィ
リアム・ヴォーリズという人が 設計建築知恵を出すヴォーリズ建築数あれど
〽土蔵に格子戸 新町通り 重要文化財が右左 いぶし銀の八幡瓦 見越しの松や船板塀見上げるほどに
梲建ち
〽緑豊かな八幡山は 鶴翼山と言うけれど 秀吉甥の秀次公が 四十三万石八幡城 八幡堀の水運で 街
を潤し活気沸き 碁盤模様の城下町 進取の気性文化街

田舟で川下り

～ヨシと水鳥・川魚との会話を楽しむ～
５月２８日（土）コロナ禍継続の中、長命寺川の川下りの初めてのイベン

ト行事を楽しみました。
前日昼過ぎから大雨の為、当日朝６時から浅小井川下りの会の方と桐原
さんが舟の中に溜まっている雨水を汲み出され万全で迎えられました。
当日予定通り参加者２８名が浅小井町曳山とイ草の館前に集合し、整
備された舟乗り場に到着。
全員ライフジャケットを着用し８人乗りの田舟に４人ずつ 3 隻に分乗して、
安全に昔ながらの木製手漕に揺られながら進みました。
この 21 日に浅小井川下りの会の方が川をきれいに清掃されましたが、
前日の雨により川上から新たにペットボトル等のゴミが流されていました。
今度は皆で川掃除をしましょう。
短い乗船時間でしたが、ヨシの間を船頭さんの櫓をこぐ音、川魚の跳
ねる音、ヨシキリの鳴き声等に包まれ、すべてが非日常な静寂な時間に
癒されました。
下船後、浅小井センターでの浅小井劇団による踊りと寸劇に爆笑。次
に塩山会長の挨拶「時間を共有する喜びと大切さ」を受け会食。
美味しい御弁当で和やかに親睦を高めました。
最後に浅小井劇団の皆様と幹事の桐原様大変お世話になりまして、あり
がとうございました。
令和 4 年 5 月 28 日 広報宣伝部 中村 保

卍 観音正寺秘仏特別御開帳研修に参加して 卍
安土観音正寺の秘仏（千手観音菩薩）特別御開帳を聖徳太子遠忌 1400 年の節目の今年度に実施さ
れたのに際してガイド研修部会が、
6 月 17 日に研修会を行いました。
安土のガイドさんに参加者 33 名
が、案内していただきました。
今回の御開帳は、平成 5 年本堂の
大火で焼失した本尊【千手千眼観
世音菩薩】は、平成 16 年に落慶法
要が厳修されました。
その後に平成 24 年に旧秘仏千
手観世音菩薩のお前立が発見され
修復また宮殿（厨子）も復元された
お寺の境内にて
のを機に長きに伝承されてきた「秘
仏御開帳」の儀式を蘇らすことを発
願して、令和 4 年 4 月には、修復を終えた秘仏が表参道の石段を人々の背中に担がれて登繖し、本堂後
陣に復元された宮殿に安置されました。
そして令和 4 年 5 月 22 日に御開帳の儀式がよみがえり 43 年ぶりに宮殿の扉が開かれたという事だそ
うです。
広報宣伝部 大阪義信
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伊崎寺研修報告
松本

博

ホームページによると、『伊崎寺の開基は修験
道の開祖とされる役行者で、イノシシに導かれこ
の地を開いたということから「猪先（いさき）」とい
う名になったとされる。 毎年 8 月 1 日に行われ
る「棹飛び」の行事が有名である。
白王町にある比叡山延暦寺の支院であり天
台修験の三大聖地のひとつである。』その他、く
わしくは必要に応じて参照してください。
7 月 7 日午前 9 時 30 分に市役所前の駐車
場に集合し、伊崎寺に向けて出発し、10 時頃に伊崎寺駐車場に到着しました。ここから歩いて約 20 分ほど
で本堂が正面に見えてきました。右端に遠慮がちに棹飛堂という縦書きの表示板があり、中に入ってみると
電灯はついているもののだれもいなくて
拍子抜け。僧侶の講話があるかと期待
していたが、残念ながら期待はずれでし
た。やむなく本堂を離れて脇道を北方
向へ下ったところに、棹飛び用の 13m
の棹を見ることができた。はるか遠方に
は鮎を獲るための魞漁のしかけが見え
ました。幸い快晴の上天気に気分は爽
快でした。寺の東側に船着き場に至る
石段が続いていたのでどんどん下って
いくと思わぬところに瓦付きの左右開き
の山門がありました。寺到着から約 1
時間ほどでもと来た道を引き返し解散し
ました。
参加者は 21 名でした。

紙芝居チーム 秀次法要にて【秀次さんと近江八幡】を上演
7 月 15 日瑞龍寺にて
蒸し暑い最中紙芝居チーム
は、八幡山城址本丸跡にある村
雲御所瑞龍寺本堂にて秀次法要
の後上演しました。
鑑賞された方から 近江八幡
の観光案内が、ほとんど網羅さ
れていて大変良かった喜んでお
られました。そしてこの後の語りと
して【八幡堀・竹林の秀次屋敷
跡・八幡山城址の石垣などの残
された史跡を皆でどのようにして
いくかをテーマとして挙げていた
だけたらと思います】とおっしゃっ
ておりました。
紙芝居チームの演者の方々お
疲れさまでした。
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安土城考古博物館内覧会で
安土考古学博物館にてガイド 15 名が参加して「発掘された近江Ⅱ」を見学しました。

「私の趣味」

柳生 佳良子

私の趣味は大きく分けてスポーツ 料理です。スポーツは、中学校
から始めて食事よりも大好きなバレーボールでした、幼稚園のママさ
んたちとバレーボールサークルを起ち上げ、子供達が小学校卒業と
同時にその仲間たちとママさんバレーボールクラブを起ち上げ県大
会、近畿大会、平和堂ママさんバレーボール大会出場までに成長し
ました。月日の流れは早いもので身体の動きが鈍くなり始めていまし
たし、若い人たちに世代交代することを決意しまして引退。５５歳まで
バレーボール漬けの私でした。
引退以前より保育所の調理補助を知人に頼まれて給食のお手伝い
に子供達が、口一杯に頬張りながら「美味しい」と言ってくださる幸せ、
充実感、そして作っている時間は、誰にも邪魔されない、無に慣れ
る、ストレス解消にもなりました。そして私は料理は工夫次第で材料
（６）
は応用できる事も覚えて現在ストレス解消にしています。
料理補助の手伝いを頼まれた知人からの紹介でレイカディア大学
に入学し同学科１年先輩達と 2012 年に八幡山へ登った事がきっかけ 出丸石垣跡前 山グループ案内
で山を始めました、それから約 10 年が経過、山を始めた八幡山にベテランばかりの仲間たちを初めて案内
する自信を持って八幡山を案内できたことは私にとってこの上ない幸せでした。これからも身体が許す限り
山に行きたいです、もっともっと八幡山の良さを知って貰いたいと思っています。皆さん、八幡山は低山であ
りながら景観は抜群ですし、4 月～7 月下旬まではお花の宝庫です。機会があれば行ってみてください。
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松本三郎

岩井大明神
明神池は古くから岩倉、馬淵、千僧供地域の農業用水と
して利用されており、天保３年(1832 年)に描かれた岩倉
村領内田地居村絵図では、明神井(明神池)から各村への
用水の様子がよくわかります。
所在地は東近江市下羽田(下羽田村除地)

明神池
明神池は田園地帯の広がる雪野山北端にあたる倉橋部
山東麓の白鳥川に接した東近江市下羽田町にあり、安吉
橋(安義橋)や安吉神社はちょうど山の反対側になります。
現在、明神池では池の南東に位置する下羽田町の集落
にある剱神社の社守が毎年、池の清水で身体を浄め、１
年の無事を祈願されています。また、白鳥川下流の近江
八幡市馬淵郷(岩倉、馬淵、千僧供)の集落によって池の
すぐ脇に鎮座する岩井大明神が井神として祀られていま
す。
馬渕郷の水源 明神池白鳥川改良以前は大きな湧水池であった。

神井(明神池)から各集落に供給される用水は、大正９年
(1920 年)にまとめられた『農業水利及土地調査書・第壹
輯』によると、千僧供・長福寺を灌漑する大井、その支流
の岩倉や馬淵の一部を灌漑する十五川と馬淵の一部を
灌漑する三ッ川に分かれており、この分流比率は大井と
三ツ川が四分、十五川が二分となっています。
この分流の比率が『四分四分二分』と言い習わされてお
り、明神池の傍にはこの由緒が書かれた碑が建てられて
います。

「四分四分二分は神の水」水配分のモニュメント

また、千僧供町椿神社の四脚門前に埋められた三つの
石の間隔もこの比率(四対二)となっているなど、この地域
の生活や祭りを表す重要な言葉となっています。
そのことからも、田畑を潤し、生活に欠かせない水への
思い入れがうかがえます。

椿神社の楼門前に埋められた三つの石

知っていますか❓近江八幡 VG 協会のホームページを検索する【QR コード】です。

