
平成 25年度 事業報告書 

平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日 

開催年月日 事 業 名 ・ 内 容 

ひこね街の駅「寺子屋力石」談話室《それぞれの彦根物語》 

2013.4.20 第 100回 「まちづくりのかたち －民・官・産・学＋子どもたち」   

語り部：柴田いづみ 

（柴田いづみまちなか研究室代表、結のまちづくり研究所共同代表、 

滋賀県立大学名誉教授、NPO 法人彦根景観フォーラム副理事長） 

談話室１００回記念交流会 

多賀「里の駅」《野菜市＆集い》 

2013.4.6 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 54 お話「多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト」いよいよスタート！！ 

多賀町立博物館学芸員 阿部勇治さん     

 試食会「春の野草を楽しもう」 

2013.5.4 

 

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 55 お話「多賀木匠塾の 10 年の歩み」 

          多賀木匠塾塾長 中西茂行さん（滋賀県立大学非常勤講師） 

     試食会「タケノコ料理」 

2013.6.5 

 

野菜市「地元農家の採りたての野菜」 

集い56「みんなで歩こう野鳥の森」 

いろんな具でオリジナルおにぎりを作ろう。新緑の野鳥の森（約４km）を歩きます。 

2013.7.6 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57 お話「童謡唱歌で巡る四季」 

宮戸有子さん（慶照寺若坊守・ピアノ講師） 

試食会「夏野菜いっぱい！」 

2013.7.28 『古民家の夏 なつかしい田舎のおばあちゃんの家』 

・自然豊かな里山で虫捕り体験、植物採集 

・覚えていますか？「カロム遊び」 

・昔懐かしい「お菓子」が楽しめる！ 

・日本庭園の『仕組みを知る講座 

・近江鉄道模型作りと簡単な理科教室 

お昼ごはん「地元野菜たっぷりカレー」 

2013.9.7 

 

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58 お話「多賀の民話の紙芝居」 

多賀幼稚園保護者サークル「ぶらんこ」のみなさん 

試食会「さつまいも料理いっぱい！」 

2013.10.5 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 59  お話「近江猿楽「多賀座」」 

        近江猿楽「多賀座」のみなさま 

試食会「新米食べ比べ」 



2013.11.2 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 60 お話「童謡唱歌で巡る四季」 

宮戸有子さん（慶照寺若坊守・ピアノ講師） 

     試食会「炊き込みごはん」 

2013.12.7 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61「新そば祭り」 

今年採れたての多賀産そばを、多賀クラブの手打ちで味わって下さい！ 

2014.1.4 野菜市「地元農家の採りたての野菜」 

集い62 演奏会「グリム童話とビオラ,チェンバロ,フルート三重奏のコラボ」 

彦根にゆかりのある演奏家が集まる、 

エコーメモリアル・チェンバーオーケストラ 

        試食会「七草粥」 

2014.2.1 野菜市「地元農家の取り立ての野菜」 

集い63 お話「桃から生まれる多賀物語」 

     原田亀雄さん（多賀浪漫亭） 

試食会「多賀鍋」 

2014.3.1 野菜市「地元農家の取り立ての野菜」 

集い64 お話 「写真から知る多賀の歴史と文化」 

   大橋 洋さん（琵琶湖博物館はしかけグループ温故写新）  

試食会「多賀にんじん三昧」 

足軽辻番所サロン「芹橋生活」 

2013.4.21  第 39 回「彦根藩のさまざまな武士」 

青木俊郎さん（彦根城博物館学芸員） 

2013.5.26 第 40 回「彦根城外堀の歴史を振り返る」 

井伊岳夫さん（彦根市教員委員会市史編さん室副主幹） 

2013.6.16 第 41 回「襖の下張より彦根の歴史を学ぶ」 

青柳義孝さん（彦根古文書同好会会長、彦根辻番所の会会員） 

2013.7.28 第 42 回「彦根城を世界遺産に」 

谷口 徹さん（彦根市彦根城世界遺産登録推進室専門員、 

NPO法人彦根景観フォーラム会員） 

2013. 

10.26～27 

第 43 回「平成 25年度 善利組足軽屋敷特別公開」 

同時開催：中薮組瀧谷家「まちかど資料館」（栄町）公開・資料展示 

2013.11.17  第 44 回「彦根藩普請方の役割と足軽組」 

母利美和さん 

（京都女子大学教授、NPO法人彦根景観フォーラム会員） 

2013.12.15 第 45 回「暮らしの思い出 古写真サロン」 

       奥野 修さん（住みよいまち＆絆研究所 代表） 

       笠原啓史さん（NPO法人彦根景観フォーラム理事） 

2014.2.23 第 46 回「戊辰戦争における彦根藩の動向」 

       小林 隆さん（彦根市教員委員会市史編さん室室長補佐） 



2014.3.16 第 47 回 辻番所シンポジウム 

講演①「足軽辻番所オープンまでの道のりとこれからへの期待」 

     山﨑一眞（滋賀大学客員教授・NPO 法人彦根景観フォーラム名誉理事） 

講演②「彦根市歴史まちづくり計画について」 

     谷口 徹（彦根市彦根城世界遺産登録推進室専門員、 

NPO法人彦根景観フォーラム理事） 

会場：善利組足軽辻番所・旧磯島邸 

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） 

2013.6.10～ 

2014.3.31 

１．歴史・文化遺産に関する総合的な情報発信 

①「彦根文化遺産マップ -足軽組屋敷編-」制作 

②「彦根文化遺産.net」ホームページ制作 

ＵＲＬ http://hikone-bunkaisan.net 

２．古文書の解読を目指す人材育成事業 

彦根市指定文化財旧瀧谷家伝来の古文書整理および古文書勉強会 

第１回 2月16日  第２回 3月9日  第３回 3月15日 

３．文化財建造物を活用した普及啓発事業 

①彦根藩足軽中薮組瀧谷家「まちかど資料館」屋敷公開および資料展示 

第１回 10月26日・27日  第２回 3月15日・16日 

②瀧谷家「まちかど資料館」講演会 

3月15日 谷口徹「瀧谷家伝来資料について」 

3月30日 谷口徹「彦根城を世界遺産に」「湖東焼の盛衰と美」 

③足軽辻番所サロン「芹橋生活」開催（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：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」 

     ＮＰＯ法人彦根景観フォーラム・彦根市教育委員会文化財課 

環境こだわり農業連携ＰＲ委託業務 

2013.5.10 

2013.6.7 

2013.7.5 

2013.9.21 

2013.10.4 

2013.11.8 

滋賀大マルシェ 2013「環境こだわり農産物 春の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2013「環境こだわり農産物 春の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2013「環境こだわり農産物 春の収穫祭」 

第１回 滋賀大スクエア・滋賀大街なかマルシェ（四番町スクエア） 

滋賀大マルシェ 2013「環境こだわり農産物 秋の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2013「環境こだわり農産物 秋の収穫祭」 

2013.5.18 

2013.5.25 

2013.6.29 

2013.7.27 

2013.8.31 

2013.9.28 

2013.10.26 

2013.11.30 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・料理スクール） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・料理スクール） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・料理スクール） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・料理スクール） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・料理スクール） 



2013.12.14 滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・うちごはんランチ） 

共催：滋賀大学社会連携研究センター 

町家活用 

2005.10.16～ 

2008.3.16～ 

2012.11.3～ 

 

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 

   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』 

20013.5.1 通巻 32号 足軽遺産を守り、活かし、育てる 

      「足軽・辻番所サロン」で見えてきた「歴史まちづくり」 

20013.7.20 通巻 33号 彦根景観フォーラム この一年のあゆみ 

      「平成 25年度総会から」 

2013.11.1 通巻 34号 彦根のヴィスタ・ポイントを探せ！ 

      「城と町」の景観を見直そう 

2014.1.25 通巻 35号 彦根のヴィスタ・ポイントを探せ・2 

      歴史景観を見直し、美しいまちをつくろう 

ブログ 

通年 http://hikonekeik.exblog.jp（2013年まで） 

http://hikone-keikan.seesaa.net（2014年 3 月～） 

定例会議 

通年 毎月第３金曜日 19：00～21：00 

通常総会 

2013.6.22 ひこね街の駅「寺子屋力石」 11：00～12：00 

 


