
平成 26年度 事業報告書 

平成 26年 4月 1日～平成 27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） 

2014.4.5 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 65 お話「古事記に登場する植物は身近な植物」 

中川信子さん（多賀植物観察の会） 

試食会「春の野草を楽しみましょう」 

2014.5.3 

 

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 66 お話「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 

試食会「タケノコ料理」 

2014.6.7 

 

野菜市「地元農家の採りたての野菜」 

集い67「みんなで歩こう野鳥の森」 共催：彦根自然観察の会 

新緑の野鳥の森を歩きます。 

農家レストラン 季節のランチ  

2014.7.5 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68「狂言と詩の朗読」  小澤祥子さん（元フランス語・日本語非常勤講師 

〈岩手の奥州市にて両親を介護中〉） 

農家レストラン 土曜日のランチ 

2014.8.2 『おばあちゃんの家の夏休み』 

● 野菜市 9：00 ～ 

● 夏の手づくりおやつの販売 9:00 ～ 

● Dドラファミリーの演奏会 10：00 ～ 10：30 

● たがゆいちゃんと写真をとろう！ 10：30 ～ 11：00 

● 多賀幼稚園保護者サークル『ぶらんこ』の紙芝居 11:00 ～ 11:30 

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

● 宮戸有子さんのオカリナ演奏 15:00 ～ 15:30 

● カロム遊び 9：00 ～ 

● けん玉、お手玉、あやとり、杉玉鉄砲、サワガニつかみ、虫採り 9：00 ～ 

● お昼ごはん 夏野菜カレー500円 12：00 ～ 

2014.9.6 

 

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69 お話「登録有形文化財一圓屋敷」 

濱﨑一志さん（滋賀県立大学教授(建築史)・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 

2014.10.4 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 70 お話「『多賀里の駅』の活動を振り返って 

中川信子さん（多賀クラブ） 

農家レストラン 土曜日のランチ 

2014.11.1 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 71 お話「多賀町の文化財は魅力がいっぱい！」 

音田直記さん（多賀町文化財センター学芸員） 

農家レストラン 土曜日のランチ 

2014.12.6 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72「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！ 

2015.1.10 野菜市「地元農家の採りたての野菜」 

集い73「クロックノール」  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 

2015.2.7 野菜市「地元農家の取り立ての野菜」 

集い74 お話「「多賀のお雑煮調査」でわかったこと」 

清水優子さん（多賀町立博物館学芸員） 

農家レストラン 土曜日のランチ 

2015.3.7 野菜市「地元農家の取り立ての野菜」 

集い75 お話 「『桃原ごぼう』の復活にむけて」 

藤野貴士さん（ＪＡ東びわこ 東部営農センター） 

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） 

2014.4.20  第 48 回「江戸時代の足軽～彦根藩と他藩の比較～」 

母利美和さん（京都女子大学教授、彦根景観フォーラム会員） 

2014..5.18 第 49 回「江戸時代の旅人が見た彦根－高宮・鳥居本・彦根城－」 

青柳周一さん（滋賀大学経済学部附属史料館教授） 

2014.6.15 第 50 回「湖東焼の盛衰と美」 

谷口徹さん（彦根市彦根城世界遺産登録推進室専門員、彦根景観フォーラム理事） 

2014.7.20 第 51 回「彦根ゆかりの絵師」 

高木文恵さん（彦根城博物館学芸史料課課長補佐（学芸員）） 

2014.10.26 第 52 回 足軽辻番所サロン「芹橋生活」 

彦根景観シンポジウム 2014「文化遺産を活かして住み続けられるまちへ」 

               ～京都・修徳のまちづくりに学ぶ～ 

 講師①：西田教子さん（修徳学区まちづくり委員会） 

 講師②：森川宏剛さん（ＮＰＯ法人京都景観フォーラム専務理事） 

 コーディネータ：笠原啓史さん（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：10/25-26彦根市指定文化財 足軽屋敷特別公開＆資料展示  

2014.11.16  第 53 回「台湾に還された刀」 

堀井靖枝さん（滋賀大学経済学部附属史料館学芸員（助手）） 

2014.12.21 第 54 回「石田三成の生涯」 

太田浩司さん（長浜城歴史博物館館長） 

2015.2.15 第 55 回「大名の仕事と暮らし～彦根藩主 井伊家の場合～」 

野田浩子さん（彦根城博物館学芸史料課史料係長（学芸員）） 



2015.3.22 第 56 回「城・現存 12 天守物語」 

田邊眞裕さん（学校法人南京都学園副学園長、高槻市少林寺拳法連盟会長） 

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） 

2014.12.21 フィールドワーク「防災景観コミュニティの再発見」 

講師・指導：奥野修さん（住みよいまち＆絆研究所代表） 

2015.1.18 ワークショップ「芹橋の防災景観コミュニティとは」 

講師・指導：奥野修さん（住みよいまち＆絆研究所代表） 

2015.2.15 まちづくり憲章（案）取りまとめ報告・意見交換会 

講師・指導：奥野修さん（住みよいまち＆絆研究所代表） 

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） 

2014.4.1～ 

2015.3.31 

①足軽辻番所サロン「芹橋生活」 

②彦根景観シンポジウム 2014「文化遺産を活かして住み続けられるまちへ」 

③彦根市指定文化財 足軽屋敷特別公開＆資料展示 

④文化遺産を活かしたまちづくり研究会 

⑤ホームページ「彦根文化遺産.net」の拡充 

  ＵＲＬ http://hikone-bunkaisan.net 

（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 

     彦根市教育委員会文化財課 

滋賀大マルシェ＆うちごはん農園 

2014.5.9 

2014.6.6 

2014.7.4 

2014.10.10 

2014.11.7 

2014.12.5 

滋賀大マルシェ 2014「環境こだわり農産物 春の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2014「環境こだわり農産物 初夏の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2014「環境こだわり農産物 夏の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2014「環境こだわり農産物 初秋の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2014「環境こだわり農産物 秋の収穫祭」 

滋賀大マルシェ 2014「環境こだわり農産物 Xmasマルシェ」 

2014.4.26 

2014.6.13 

2014.6.14 

2014.6.28 

2014.7.26 

2014.8.30 

2014.9.27 

2014.10.25  

2014.11.27 

2015.1.10 

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（畑の移設）） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール（畑の移設）） 

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール（畑の移設と移植）） 

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・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・うちごはん料理スクール） 

滋賀大うちごはん農園 －フィナーレ新しい年とともに－ 

（菜園スクール・うちごはん料理スクール） 



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 

2014.4.5 一圓屋敷を活用していくためのワークショップ  会場：一圓屋敷 

2014.8.23 芦田邸の活用を考えるワークショップ  会場：芦田邸（七曲がり） 

彦根まちづくり情報誌『きらっと彦根』 

20014.4.25 通巻 36号 【特集】古地図で歩く 花しょうぶ通り、七曲がり 

20014.8.1 通巻 37号 【特集】江戸時代の足軽 彦根藩と他藩との比較から 

2014.10.15 通巻 38号 【特集】彦根ゆかりの画人たち 

2015.1.20 通巻 39号 【特集】彦根景観シンポジウム 2014 

ブログ 

通年 http://hikone-keikan.seesaa.net 

定例会議               会場：ひこね街の駅「戦國丸」（花しょうぶ通り商店街） 

右欄参照 2014年 4/24 5/16 6/20 8/22 9/26 10/17 11/21 12/19 

2015年 1/23 2/20 3/20  19：00～21：00 

通常総会             会場：善利組足軽屋敷辻番所・旧磯島邸（芹橋二丁目 5-19） 

2014.7.19 13：00～14：30 

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 2014年 4/24 5/17 6/21 7/19 8/23 9/20 10/18 11/16 12/21 

2015年 3/22    会場：善利組足軽屋敷辻番所・旧磯島邸（芹橋二丁目 5-19） 

 

 


