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ブログ発信中 http://oodakomuseum.shiga-saku.net/
毎週第３日曜日は「家族ふれあいサンデー」 東近江市民の方は、
「ふれあいカード」をお持ちの上、ご家族でお越し下さい

＝勇さんのびわ湖カンパニー＝
“伴ちゃん洋ちゃんのさすらい珍道中”
BBC びわ湖放送で毎週金曜日 24:15～25:10 放送の
“滋賀の素晴らしさ、びわ湖の大切さを発信する地域密着
情報バラエティー番組『勇さんのびわ湖カンパニー』 その番組コー
ナーである“伴ちゃん洋ちゃんのさすらい珍道中”で、東近江大凧会
館と本町商店街にある「ちいさな喫茶店」が 7 月 17 日（金）に紹介
されました。みなさんは、100 畳敷東近江大凧の歴史や、なぜ大凧が
ここまで大きくなったのかご存知ですか？コーナーの中では、滋賀と
凧の意外な関係や、大凧に込められた願いやお祝いの言葉など、凧の
魅力をお伝えしています。
また、新型コロナウイルス
の終息を願って 8 月 24
日（月）まで展示中の、疫
病退散の願いが込められ
た凧の紹介もしています。
TV で東近江大凧を楽し
んでいただくのもひとつ
ですが、
“ちょっと寄り道”
でもいいので、当館へ立ち
寄ってみてください。実際
の大凧はとても迫力があ
り感動です！！
本町商店街にある「ちいさな喫茶店」では、雑貨と喫茶店が一緒に
なったオシャレな店内で、若い奥様が手作りされた飲み物「ひやしあ
め」が楽しめるようです。
お見逃しの方はこちら↓
びわカン TV(http://www.biwa.tv/archive/)

＝祭りだ！祝いめでてぇ～メシ＝
♪♪ 身近な東近江市が放映されます。 ♭♭
７月２８日火曜日、衛星放送のＢＳテレビ東京（ＢＳ７
チャンネル）の「祭りだ！祝いだ！めでてぇ～メシ（毎週
火曜日 夜 8 時～ 放映）」の番組内で東近江市伊庭町の「伊庭の坂
下し祭」はじめ、成人式の二十畳の大凧飛揚などが放映されます。是
非ご覧ください。
新型コロナウィルス感染症が拡がってきているなか、三密を防ぐソ
ーシャルディスタンスが新たな常識となるなか、近場での観光「マイ
クロツーリズム」が今、注目されています。
その意味は、地元の人が近場で観光することを意味しています。自
宅から県境を越えず「少人数」、
「短期」、
「近距離」
「アウトドア」、
「ハ
イキング」など、地元で安心安全に楽しむ観光をすることです。
ぜひこの機会に鈴鹿から琵琶湖までの地元東近江市のよさを再発見
に出かけてみませんか。
番組名「祭りだ！祝いめでてぇ～メシ」
放送局 BS テレ東
放送日時 ７月２８日（火）夜 8 時から
番組アドレス
https://www.bs-tvtokyo.co.jp/iwaimeshi/

＝関西夏のクールチョイス＝
今年は連日の雨模様でいつ梅雨が明けるの
かと思ってしまいますが、もう間もなく暑い
夏がやってきます。暑い夏はエアコンの使用
など、エネルギー消費量が増加しますので、
関西広域連合では、省エネルギーに協力を呼
び掛けており、当会館も賛同し、啓発のチラ
シをお配りしています。
エアコン使用時は、室温を２８℃目安の設
定、冷蔵庫の設定温度も「強」から「中」へ、
使用していない機器はスイッチを切ろうと省
エネにみなさん努めましょう。

＝Web アミンチュ＝
先月号でも Web アミンチュのまるまる地元ネタ、クイズ滋賀道で東
近江大凧に関するクイズが４題放送されていることを掲載しましたが、
いつでも見ることができますので再度お知らせしますので、ぜひご覧く
ださい。滋賀県のいろんな情報やへえ～～と思う知らなかったことなど
オモシロ情報や懐かしい映像などいっぱいです。
大凧は畳める。どうやって？
大凧はなぜ巨大化したか？

https://www.webaminchu.j
p/news/3472/
この絵柄何と読む？

https://www.webaminchu.jp/
news/3491/
むかし タコはイカだった

https://www.webaminchu.j
p/news/3440/

https://www.webaminchu.jp/
news/3429/

スマホでトリップ！？
「お家でびわ湖１周！家たびｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ滋賀」
ロードサービスでお馴染みの JAF と、滋賀県内の８市町
がコラボした、スマートフォン版スタンプラリーが開催中で
す。お家にいながらスマートフォンひとつで観光気分を味わ
うことができる楽しい企画です♪
滋賀県内市町のホームページをヒン
トに「キーワード」をゲットします。キ
ーワードをコンプリートすると、各市町
の特産品が当たる『８種類から選べる自
治体おすすめ特産品』に応募でき、応募
の中から１５名様に素敵な商品が当た
ります！東近江市は、畑酒造「大治郎 純
米 生酒」、近江酒造「近江龍門 純米酒」
、
喜多酒造「六方 純米吟醸 吟吹雪
55％」の豊かな湖東平野から成すイチ スマートフォン用アドレス
オシ３本セットが当たります。
詳しくは JAF ナビの下記のアドレスをご覧ください。
https://area.jaf.or.jp/area-lp/ietabi-stamp/stamprally-lp/detail/
area_siga20200610
期 間：令和２年６月５日（金）～２０２０年８月１６日（日）
エリア：滋賀県内８市町
（長浜市・愛荘町・東近江市・竜王町・湖南市・日野町・
甲賀市・高島市）
STAYHOME でなかなか観光にもいけない日が続いていますので、
スタンプラリーに参加して、お家で観光を楽しむのもいいですね。
東近江大凧会館は、「JAF カード」をご提示いただくと、カード１枚
につき５名様まで入館料が５０円引きの２５０円でご入館いただけま
す。他にも「滋賀県勤労者互助会」と「消防団会員証」のご提示も同様
の割引対象になりますので、ぜひお持ちいただき、大凧会館をお楽しみ
ください！

近江鉄道
＝夏休みこども応援キャンペーン＝

第 135 回企画展
「東近江どうぶつ図鑑ー鎮守の杜のなかまたちー」＝

近江鉄道では、小学生の夏休みに合わせて、
「大人 1 人に
つき小学生 2 人まで電車運賃が無料」のキャンペーンが行
われます。

期間 令和２年 8 月 1 日（土）～8 月 31 日（月）
内容
近江鉄道（電車）の運賃が、おとな 1 名につき小学生 2 名まで無料
こども 1 名につき 1 枚「夏休み限定キラキラこどもきっぷ」をプレゼン
トもあります。
詳しくは、近江鉄道のホームページをご覧ください。
http://www.ohmitetudo.co.jp/railway/
大凧会館は、毎週金,土,日曜日発売の１日乗り放題のきっぷ、１デイ・
スマイルチケットを提示いただくと５０円引きでご入館いただけます。

＝ｗith コロナにおける観光産業のあり方＝
新型コロナウイルス感染症の影響
で、大凧会館の入館者は減り、他の
観光地も大きなダメージを受け、い
つ終息するかも分からず出口の見え
ない状態です。
これからの with コロナでの観光
の在り方を考えていくか、大阪観光
局の取組を交え、観光の在り方を知
る講演会が行われます。
日時 令和２年８月４日（火）
１４：００～１６：００
会場 八日市文化芸術会館
入場 無料
先着 １００名
申込先 東近江市観光協会
０７４８－２９－３９２０

能登川博物館で第１３５回企画展「東近江どうぶつ図鑑―鎮守の
杜のなかまたち―」が開催されています。東近江市内の神社でみら
れるどうぶつや霊獣（れいじゅう）たちを写真で見ることが出来ま
す。近くの神社のどうぶつの写真があるかも！？
開催期間 令和２年７月８日（水）～８月２７日（木）
開館時間 １０：００～１８：００
休館日 月曜日、火曜日、７月２３日（木）
、７月２４日（金）
入館料 無料
会場 東近江市能登川博物館 東近江市山路町２２２５
https://e-omi-muse.com/notohaku/index.html
電話番号 TEL ０７４８－４２－６７６１

＝まちの有名人

冨田彦一の世界＝

東近江市八日市地区にお住いの冨田彦一さんが作られた作品、水
墨画、似顔絵、ロボット、からくりおもちゃなどを見ることが出来
ます。大凧会館には、大凧飛揚が描かれた水墨画を飾っています。

＝玩具伝説―おもちゃの６０年史―＝
見に行ってみたい企画展の紹
介です。愛荘町立歴史文化博物
館で夏期特別展「玩具伝説―お
もちゃの６０年史―」が７月２
３日（木）から８月３０日（日）
まで開催です。
消える魔球があった野球盤、
ファミコンなどなど懐かしいお
もちゃが並びます。
開催期間
令和 2 年 7 月 23 日（木）
～8 月 30 日（日）
開館時間
１０：００～１７：００
（入館は１６時 30 分まで）
休館日 月・火曜日
（８月１０日は開館）
無料入館日 8 月 8 日（土）～8 月 10 日（月・祝）
会場 愛荘町立歴史文化博物館
愛知郡愛荘町松尾寺 878 番地
電話番号：0749-37-4500
https://www.town.aisho.shiga.jp/hakubutsukan/

開催期間 令和２年 8 月１日（土）～８月２６日（水）
開館時間 １０：００～１８：００
休館日 月曜日、火曜日
会場 永源寺図書館 東近江市山上町８３０－１
電話番号 ０７４８－２７－８０５０

＝NHK のど自慢

観覧者を募集中＝

令和 2 年 9 月 20 日（日）
、八日市文化芸術会館で NHK のど自慢
が行われます。出演者は、小林幸子、純烈。観覧希望の方は、８月
１９日（水）必着で郵便往復はがき（私製を除く）で申込みです。
詳しくは八日市文化芸術会館のホームページをご覧ください。
http://yokaichi-bungei.com/topics/002333
NHK イベントインフォメーション
https://pid.nhk.or.jp/event/PPG0338263/index.html

＝２０２０年８月の予定＝
１６日（日） 家族ふれあいサンデー
２５日（火）２６（水） 館内清掃 休館日
８月の休館日：８/５・８/１２・８/１９・８/２５・８/2６

