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平成 27年度 事業報告書 

平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

開催年月日 事 業 名 ・ 内 容 

多賀「里の駅」《野菜市＆集い》      会場：登録有形文化財「旧一圓家住宅」（多賀町一円 149） 

2015.4.4 野菜市「地元農家の採りたての野菜」・野鳥の森 植物観察会 

集い 76 お話「消えゆく美しき村々を写し続けて」 

近藤英治さん（「e-konの道をゆく」管理者） 

農家レストラン 土曜日のランチ  

2015.5.2 

 

野菜市「地元農家の採りたての野菜」・野鳥の森 植物観察会 

集い 77 筝、十七弦、篠笛、尺八の合奏「新緑の宴と筝の奏で」 

多賀若葉会のみなさん 

農家レストラン 土曜日のランチ  

2015.6.6 

 

野菜市「地元農家の採りたての野菜」 

集い78「みんなで歩こう野鳥の森」 共催：彦根自然観察の会 

農家レストラン 土曜日のランチ  

2015.7.4 野菜市「地元農家の採りたての野菜」・野鳥の森 植物観察会 

集い79「けしきをつくるもの①」 平居 晋さん（一級建築士・設計事務所A.SITE） 

農家レストラン 土曜日のランチ 

2015.8.1 『おばあちゃんの家の夏休み』 

9:00～      野菜市、夏の手づくりおやつの販売 

        カロム、コリントゲーム、けん玉、お手玉、紙鉄砲 

        あやとり、サワガニつかみ、虫採り、似顔絵描き 

11:00～11:30   多賀幼稚園保護者サークル『ぶらんこ』の紙芝居 

12:00～        お昼ごはん（夏野菜カレー 500 円など） 

14:00～14:30  子育て支援サークル『たんぽぽ』の『たんぽぽ』広場 

2015.9.5 

 

野菜市「地元農家の採りたての野菜」・野鳥の森 植物観察会 

集い80 お話「水谷に暮らして」 谷 涼香さん（地域おこし協力隊） 

農家レストラン 土曜日のランチ 

2015.10.3 野菜市「地元農家の採りたての野菜」・野鳥の森 植物観察会 

集い 81 お話「登録有形文化財になった多賀里の駅」 

濱﨑一志さん（滋賀県立大学教授(建築史)・NPO法人彦根景観フォーラム理事長） 

農家レストラン 土曜日のランチ 

2015.11.7 野菜市「地元農家の採りたての野菜」・野鳥の森 植物観察会 

集い 82 多賀よし笛愛好会のみなさんの演奏 

農家レストラン 土曜日のランチ 

2015.12.5 野菜市「地元農家の採りたての野菜」・野鳥の森 植物観察会 

集い83「新そば祭り」 

2016.1.9 野菜市「地元農家の採りたての野菜」 

集い84「最新カロム情報と彦根カロムのルーツ」 カロムハンター 杉原正樹さん 

農家レストラン 土曜日のランチ 
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2016.2.6 野菜市「地元農家の採り立ての野菜」 

集い85 お話「ヴォーリズ建築保存再生運動」  伴 政憲さん（一粒の会） 

農家レストラン 土曜日のランチ 

2016.3.5 野菜市「地元農家の取り立ての野菜」 

集い75 お話 「桃原（もばら）を桃源郷に！お多賀ごぼうの復活をめざして 

    中川信子さん（桃原プロジェクト） 

農家レストラン 土曜日のランチ 

足軽辻番所サロン「芹橋生活」      会場：善利組足軽屋敷辻番所・旧磯島邸（芹橋二丁目 5-19） 

2015.4.19 第 57 回「井伊直弼と茶之湯」 

川嶌順次郎さん（井伊直弼茶道 彦根一会流樹聖靜竹庵） 

2015.5.24 第 58 回「城下町における武家屋敷の水の使い方」 

三尾次郎さん（彦根市教育委員会 文化財課主査 兼 彦根城世界遺産登録推進課） 

2015.9.6 第 59 回「忠義の人 遠城謙道 ～主君直弼への思いと禅画～」 

髙木文恵さん（彦根城博物館 学芸史料課 課長補佐（学芸員）） 

2015.10.25 第 60 回 足軽辻番所サロン「芹橋生活」 

彦根景観シンポジウム 2015 

「鎌倉に学ぶ、古い佇まいを活かした新しいまちづくり」 

 講演①：鎌倉の景観まちづくり 

講師：梅沢 典雄さん（ひと・まち・鎌倉ネットワーク理事、建築家） 

講演②：鎌倉から学ぶ彦根のまちづくり 

講師：山﨑 一眞さん（一般社団法人 鎌倉・湘南景観フォーラム代表理事、 

ＮＰＯ法人 彦根景観フォーラム名誉理事） 

講師と参加者による意見交換 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ：笠原 啓史さん（ＮＰＯ法人 彦根景観フォーラム理事） 

会場：四番町ダイニング３Ｆ多目的ホール 

同時開催：彦根市指定文化財 足軽屋敷特別公開＆資料展示（10/24-25） 

2015.11.22 第 61 回「幕末彦根藩の足軽と戦争」 

渡辺恒一さん（彦根城博物館 学芸史料課 課長（学芸員）） 

2016.1.24 第 62 回「大河ドラマの直弼」 

阿部安成さん（滋賀大学教授） 

2016.3.20 第 55 回「彦根城の縄張り ～軍事施設の視点から～」 

中井 均さん（滋賀県立大学教授） 

文化遺産を活かしたまちづくり研究会 会場：善利組足軽屋敷「辻番所・旧磯島邸」（芹橋二丁目 5-19） 

2015.6.20 第1回 「まちづくり憲章」の素案を考える 

講師・指導：奥野 修さん（住みよいまち＆絆研究所代表） 

2015.8.23 第2回 オープンスペースの活用を考える 

講師・指導：奥野 修さん（住みよいまち＆絆研究所代表） 

2015.12.6 第3回 ちょっといい感じのまち並みを考える 

講師・指導：奥野 修さん（住みよいまち＆絆研究所代表） 

2016.2.21 第4回 住民アンケート結果と「まちづくり憲章」（案）の提案 
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講師・指導：奥野 修さん（住みよいまち＆絆研究所代表） 

      山﨑一眞さん（㈳鎌倉・湘南景観フォーラム代表理事） 

2016.3.14 第5回 「まちづくり憲章」（案）の練り上げ（追加会議） 

彦根歴史的風致を活かした地域活性化事業（文化庁 文化芸術振興費補助金事業） 

2015.4.1～ 

2016.3.20 

①足軽辻番所サロン「芹橋生活」 

②彦根景観シンポジウム 2015（10/25） 

「鎌倉に学ぶ、古い佇まいを活かした新しいまちづくり」 

③彦根市指定文化財 足軽屋敷特別公開＆資料展示（10/24-25） 

 善利組足軽屋敷（芹橋二丁目一帯） 

  ❶辻番所・旧磯島邸：廣野恭子押花教室の押花展 

           【お茶席】25日（日）13:00～ 先着 50 人限定 

  ❷太田邸：「彦根かるたと井伊直弼」展 

  ❸中居邸：上田道三絵画展 

  ❹服部邸：「湖東焼窯場跡」採集品の整理作業公開 

  ❺吉居邸：まち遺産ネットひこねの「ぶらひこねマップ」進呈 

  ❻林 邸：足軽ぜんざい OPEN 

  ❼旧北川邸：屋敷内覧のみ 

 彦根藩足軽中薮組瀧谷家「まちかど資料館」（栄町一丁目６－１５） 

  瀧谷家伝来資料の展示と講演会の開催 

④善利組足軽屋敷銘板づくり ワークショップ（9/13） 

  会場：善利組足軽屋敷「辻番所・旧磯島邸」裏庭 

⑤文化遺産を活かしたまちづくり研究会 

（彦根景観フォーラム担当事業のみ記載・詳細は前項参照） 

実施団体；彦根歴史的風致活用実行委員会 

構成団体：ＮＰＯ法人彦根景観フォーラム・彦根辻番所の会 

     彦根藩足軽中薮組瀧谷家「まちかど資料館」・庭師集団いろは組 

     小江戸ひこね町屋活用コンソーシアム・ＮＰＯ法人湖東焼を育てる会 

     ＮＰＯ法人ひこね文化デザインフォーラム・まち遺産ネットひこね 

     彦根市教育委員会文化財課 

「彦根歴史的風致活用実行委員会」活動報告会   会場：彦根城博物館 講堂（彦根市金亀町 1-1） 

2015.6.13 彦根歴史的風致活用実行委員会の構成団体が、それぞれの活動内容を紹介 

滋賀大マルシェ＆うちごはん農園 

2015.5.15 

2015.6.12 

2015.7.10 

2015.10.2 

2015.11.6 

2015.12.4 

滋賀大マルシェ 2015「環境こだわり農産物 春の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2015環境こだわり農産物 初夏の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2015「環境こだわり農産物 夏の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2015「環境こだわり農産物 初秋の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2015「環境こだわり農産物 秋の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2015「環境こだわり農産物 Xmasマルシェ」 

2015.4.25 

2015.5.23 

滋賀大うちごはん農園（オリエンテーション、菜園スクール） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・畑 de ごはん） 
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2015.6.20 

2015.7.25 

2015.8.22 

2015.9.26 

2015.10.24 

2015.11.21 

2015.12.19 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・畑 de ごはん） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・畑 de ごはん） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・うちごはん料理スクール）  

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・うちごはん料理スクール） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・畑 de ごはん） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・畑 de ごはん） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・うちごはん料理スクール） 

一般社団法人 鎌倉・湘南景観フォーラムとの連携・協力 

2015.4.25 「一般社団法人 鎌倉・湘南景観フォーラム」お披露目の会参加 

 相互連携・協力していくことで合意    会場：座やまのべ（鎌倉市材木座） 

町家活用 

2005.10.16～ 

2008.3.16～ 

2012.11.3～ 

2015.3.1～ 

 

2008.9.11～ 

 

2008.12.26～ 

ひこね街の駅「寺子屋力石」 場所：花しょうぶ通り商店街 

ひこね街の駅「戦國丸」   場所：花しょうぶ通り商店街 

ひこね街の駅「逓信舎」   場所：花しょうぶ通り商店街 

ひこね街の駅「治部少丸」  場所：花しょうぶ通り商店街 

   管理運営：ＬＬＰひこね街の駅 

多賀「里の駅」一圓屋敷   場所：多賀町一円 149 

   管理運営：多賀クラブ 

善利組足軽屋敷「辻番所・旧磯島邸」  場所：彦根市芹橋二丁目 5-19 

   管理運営：彦根辻番所の会 

彦根まちづくり情報誌『きらっと彦根』 

2015.6.20 通巻 40号 【特集】鎌倉・湘南景観フォーラムと連携して 

2015.10.15 通巻 41号 【特集】多賀里の駅・一圓屋敷の取り組みから 

2016.1.15 通巻 42号 【特集】彦根景観シンポジウム 2015 

ブログ 

通年 http://hikone-keikan.seesaa.net 

定例会議                          会場：滋賀大学陵水会館会議室 

右欄参照 2015年 4/17 5/15 6/19 8/21 9/25 10/16 11/27 12/18 

2016年 1/15 2/19 3/17  19：00～21：00 

通常総会                会場：多賀「里の駅」一圓屋敷（多賀町一円 149番地） 

2015.7.26 11：00～12：00 

彦根歴史的風致活用実行委員会 全体会議・分科会 

右欄参照 2015年 4/11 5/9 6/20 9/19 10/22 11/16 

2016年 3/24   会場：善利組足軽屋敷「辻番所・旧磯島邸」（芹橋二丁目 5-19） 

 

 


