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さらに詳しい
大津の春情報は
こちらから！

発 行 （公社）びわ湖大津観光協会
お問合せ 〒520-0037 滋賀県大津市御陵町2番3号 市民文化会館内

●TEL.077-528-2772 ●FAX 077-521-7330 ●E-mail info@otsu.or.jp
●URL https://otsu.or.jp/ ●営業時間 9：00～17：00（土日祝休み）

TwitterFacebook Instagram

※新型コロナウイルスの感染拡大状況等により、施設の入場制限やイベントの延期・中止をする場合があります。お出かけの際は、事前に各施設までお問い合せください。
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OTSU TOUR & EVENT INFORMATION

おおつ     のツアー・イベント情報

お問合せ（公社）びわ湖大津観光協会  TEL.077-528-2772（9：00～17：00 土日祝休み）　滋賀県知事登録 地域-243号
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総本山 三井寺 春のライトアップ 2022 ＆
びわ湖大津春のライトアップ～桜の琵琶湖疏水～

滋賀県内屈指の桜の名所『三井寺』と三井寺近くを流れる『琵琶湖疏水』
にてライトアップが同時開催されます。一帯に咲き誇る夜桜と光が織り
なす幻想的な世界、圧巻の光景をお楽しみいただけます。 

3月25日（金）～4月10日（日）期間
三井寺（料金：大人 1000円）　琵琶湖疏水（料金：無料）場所

18：00～21：30時間
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山王祭

●7基の神輿が繰り広げる壮大な歴史絵巻
平安京遷都の直前、延暦10年（791年）に桓武天
皇が日吉社に2基の神輿を寄進されて以来1200 
年以上の歴史をもつ祭礼。日吉大社並びに周辺に
て、勇壮かつ華やかな祭礼行事が壮大な歴史絵
巻のように古式ゆかしく執り行われます。

4月12日（火）～14日（木）期間
日吉大社 ※祭典と神事により場所は異なります。場所
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大津まちあるきツアー
毎日（年末年始・祭りなどの特定日を除く） 期間

10名（最少催行人員各回2名）定員
二部制 【午前】 9：30～ / 【午後】 13：30～時間

※開催日や料金は各コースにより異なります。

①大津百町まちあるき～老舗をめぐる～
②比叡山延暦寺の門前町坂本まちあるき
③源氏物語ゆかりの石山寺探訪
④湖族の郷堅田まちあるき 

地元のガイドと古都・大津を巡りませんか。

その他
ツアー情報の詳細

お申込方法は
こちら

その他
イベント情報の

詳細はこちら Spring2 0 2 2
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2022 びわ湖の桜とあお若葉
も み じ

春の桜から緑の美しい初夏に大津市内の湖信会
十社寺で行われる特別拝観や祭事、期間限定企画
の情報などをまとめたパンフレットを発行。自然
と歴史ある滋賀『びわ湖・大津』の魅力をご紹介し
ます。 

3月下旬～6月期間
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大津市歴史博物館 企画展 
蘆花浅水荘と山元春挙画塾

大津市膳所出身、近代京都画壇の雄、山元春挙
生誕150年を記念した企画展。期間中の3月26
日（土）・27日（日）、4月2日（土）・3日（日）は初
公開となるナイトミュージアムも同時開催。 午後
8時（入場は午後7時30分）まで開館されます。

3月12日（土）～4月17日（日）期間
大津市歴史博物館場所

上中直斎「犬娘の正月」白澤庵蔵



あなたの知らない
大津に出会う

びわ湖バレイ
麓からロープウェイで約5分、標高1,100mに位
置する、琵琶湖を一望できる絶景スポットです。
季節ごとに表情を変える自然の中をゆっくりお
散歩したり、テラスで景色を楽しみながらカフェ
タイムを満喫したり、贅沢な1日を過ごせます。

077-592-1155
※3月22日（火）～4月上旬は休業

ロープウェイ 
9：30～17：00（土日祝・8月 9：00～）
各施設の営業時間はHPをご確認ください。

皇子が丘公園
琵琶湖と大津市街を一望できる、大津市の中心的な公
園施設。アスレチックや遊具、水遊びのできる小川など
があり、のびのびと遊べます。プールやテニスコートな
どのスポーツ施設もあり、多くの方が訪れる公園です。
077-527-1555
（大津市公園緑地協会）

びわ湖テラス 
「オリジナルジェラート」や「ブ
ラックカレー」など、持ち歩きに
ぴったりなグルメを販売。可愛ら
しい見た目で写真映えも◎！
※営業時間・連絡先はびわ湖バレイと同じ

近江麦酒
「おもしろ美味しいクラフトビール」を大津から
お届けするビール醸造所。10種類以上のオリジ
ナルクラフトビールは、一本一本丁寧に手作り。
こだわりの味はきっとまた飲みたくなるはず。

カフェレストラン 
インティ
自家焙煎の本格コーヒーと美味し
いお食事。美しい自然に囲まれ
た、ほっとやすらげるカフェです。
マフィンとコーヒーをテイクアウ
トして、近くの公園で贅沢なチェ
アリングタイムを♪

十六夜公園
い ざ よ い

松尾芭蕉の俳文「堅田十六夜の
弁」が名前の由来となった、琵琶
湖畔の公園。公園内には俳文の
記碑があり、その後ろには琵琶
湖大橋や近江八景の一つ「浮御
堂」を望むことが出来ます。
077-527-1555（大津市公園緑地協会）

© Alpina BI Co., Ltd. All Rights Reserved. 

© Alpina BI Co., Ltd. All Rights Reserved. 

9:00～17:00 077-599-4570
月曜（祝日の場合は翌日休業）、
祝日の翌日（土・日曜日の場合は営業）

定休日

近江牛専門店  
れすとらん松喜屋 本店
近江牛の名を広めた老舗の名店。北条
政子が愛した｢神の宝の玉手箱｣や義仲
｢一汁三菜｣を松喜屋風にアレンジ。
ランチ　 11：30～15：00（L.O. 14：00）
ディナー 17：00～22：00（L.O. 20：00）
077-534-2901
不定休定休日

御菓子司 膳所 亀屋廣房
こだわりの湖国銘菓を販売する和菓子屋。
今井兼平のお墓がある粟津の峠の茶屋で
武士らに人気があった「兼平餅」を復刻販
売しています。現在は不老長寿の滋味食と
して広められているのだとか。

9：00～17：00
077-522-3927
日・祝　不定休定休日

12：00～18：00
077-536-5222
月・木曜日、不定休定休日

スイセンはGWが見頃のピーク！

義仲寺
名前の由来ともなっている、武将・木曾義仲のお墓があるお
寺です。平安時代末期、木曽義仲は源頼朝・義経兄弟に敗れ、
粟津の戦いで討ち死にした後、この地に巴御前の手で供養さ
れました。後に義仲寺には巴御前の塚も建てられています。

3月～10月 9：00～17：00 
11月～2月 9：00～16：00
077-523-2811
月曜日（祝日除く）
※4・5･9･10･11月の月曜日は
　無休で開門

定休日

三井寺
正式名は園城寺。平家打倒を掲げた以仁王が逃れた場所
であり、源頼朝の祖先・義光が新羅善神堂 （国宝）で元服
し、頼朝が手厚い保護を加えるなど、源氏歴代の尊崇が篤
いお寺です。近江八景「三井の晩鐘」や桜の名
所として知られています。

8：00～17：00 077-522-2238

建部大社
近江一の宮といわれ、長い歴史と由
緒を持つ全国屈指の古社。平安時代
末、源頼朝が建部大社にて源氏再興
の祈願をし、武運来運の神として信
仰を集めました。後に頼朝は再びこ
の地を訪問し、神宝と神領を寄進し
たと伝えられています。

9：00～16：00
077-545-0038

瀬田の唐橋
日本三名橋・三古橋に数えられ、近江八景
「瀬田の夕照」としても名高い名橋。源平合
戦や承久の乱など、幾度となく戦の舞台と
なっています。

琵琶湖

京阪石山坂本線

三井寺

義仲寺

亀屋廣房

今井兼平の墓

松喜屋
石山寺

瀬田の唐橋

建部大社

特集鎌倉殿

石山寺
数多くの国宝・重要文化財を所蔵し
ていることで有名な石山寺。その中
の鐘楼（重要文化財）、多宝塔（国宝）
は源頼朝が寄進したものであり、境
内には源頼朝と亀谷禅尼の供養塔
があります。
8：00～16：30
077-537-0013

大津にゆかりのある人物 木曽義仲（源義仲） ・ 今井兼平 ・ 巴御前 ・ 源頼朝

チェアリングとは？

必要なのは「イス」だけ！公
園、川辺、お好みの場所で
イスを広げて、飲み物を飲
んだりくつろいだり…最近
注目を集めている新アウト
ドア・アクティビティです。

鎌倉時代を駆け抜けた武将たちの軌跡をたどる
春の陽気でひとやすみ

3月中旬にはハツミヨザクラが見られます

木曽義仲 鎌倉御膳
近江牛づくしランチ

数量限定　

春の 特集
頼朝が残した国宝たち

近江を愛した
松尾芭蕉の記碑

源氏ゆかりのお寺

出世開運の
古社

数々の重要な戦舞台

大津ブランドのビールをお届け

こだわり珈琲をテイクアウトでも♪

木曽義仲・巴御前ゆかりの場所

絶景もグルメも贅沢に

一緒に行きたい
「今井兼平の墓」

大人も子
どもも

楽しめる
スポット

“兼平”餅
旅人にも人気！

の

in 大津

各公園の
詳細はこちら

平井商店
360年以上の歴史を持つ老舗の酒蔵。ご夫婦が
その歴史を受け継ぎ、日々想いをこめてお酒造り
を続けています。手間暇かけた「大津のお酒」を
ぜひお召し上がりください。

大津湖岸
なぎさ公園
島の関から晴嵐まで、琵琶湖岸一
帯に広がる公園です。大津市民の
憩いの場「おまつり広場」や、白い
砂浜が続く「サンシャインビーチ」
などがあり、大津の人気休日ス
ポットです。
077-527-1555（大津市公園緑地協会）

10：00～18：30
077-522-1277
不定休定休日

琵琶湖
沿いを

まったり
お散歩

SUNSHINE
×BASE
なぎさ公園「サンシャインビーチ」
でのんびりできるフリースペース。
アウトドアチェアやテーブルの貸
し出しもあります。

077-527-1555
（大津市公園緑地協会）

9：00～17：00（開放時間）

びわ湖を望む最高のロケーションでチェアリング！

360 年の歴史を持つ大津の酒蔵

もちひとおう
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