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入場無料

1031
月

寺町通り
旧大津公会堂
大津百町館ほか
10：00～21：00

灯りは人を優しくします

大津まちなかイルミネーション
◆共 催：NPO法人浜大津観光協会、㈱まちづくり大津
◆協 力：NPO法人大津倶楽部
ＪＲ大津駅前、旧大津公会堂からスカイクロスを通り、なぎさ公
園へと光のロードが繋がりイルミネーションで美しく輝きま
す。びわ湖大津ならではの湖上に浮かぶイルミネーションや
木々に実る灯りの果実は一見の価値ありです。
また自然エネルギーや光源にLEDを多用するなどエコへの取
り組みも行います。
※節電の一環として１１月の点灯を控ます。

なぎさ公園おまつり広場
11：00～14：00

食は人を笑顔にします食は人を笑顔にします

楽食長卓宴
◆共催： 公益社団法人全日本司厨士協会
 京滋地方滋賀県本部 

◆協力：大津百町運営委員会、ナカマチ商店街ほか
◆チケット販売：天孫神社内（限定100人）

県下有名ホテルのシェフによる１日限定の夢の屋
台がびわ湖岸に並びます。洗練された味に舌鼓を。
売り切れ次第終了のため早めにお越しください。

大津まちなか食ウォーク

はしとマップを手に、500円で商店街の約20の協
力店の中から7店舗を食べ歩けます。まちなかのうま
いもんを探りあててみて下さい。 

なぎさ公園おまつり広場

12：00～16：00

音は人を元気にします

美しいびわ湖をバックにした特設ステージで音楽コンサートを開催
します。
同時開催の「楽食長卓宴」や「なぎさおまつり市」などのたくさんの屋
台に囲まれ、ぜひ陽気な音楽をお楽しみください。

大津まちなか灯りウォーク

なぎさコンサート
◆共　催： 浜大津サウンドピクニック実行委員会

灯りの道の楽食コンサート

祭のスタートを飾るオープニングイベント。イルミネー
ション点灯式とともに開始を祝した食や音楽の催しを
開催します。灯りがともる瞬間をぜひご一緒に。

大津祭、大津絵、大津城、大津そろばん、大津町家など大津をテーマに
まちの方々が想いを込めて制作した手づくりの灯りを展示します。

●宵々醸亭（よいよいかもてい）─
　日時： 9月24日（土）17：00～21：00
　場所： 旧大津公会堂（2階会議室）

びわ湖大津 秋の音楽祭

なぎさコンサート

びわ湖大津 秋の音楽祭

関連
イベント

フラを中心にハワイの食や雑貨、衣装などフラ
未体験の皆さまも一緒にハワイ気分を楽しん
でいただける催しです。 （参加費別途必要）
日時： 9月23日（金）13：00～20：00
 9月24日（土）11：00～16：00
場所： なぎさ公園おまつり広場・琵琶湖汽船MEGUMI船上
主催： びわこハワイアンフェスティバル実行委員会
 （077-554-8501）

関連
イベント

びわ湖de大津百町市
日時：9月17日（土） 14：00～21：00 
主催：大津百町市運営委員会　
問い合わせ：㈱まちづくり大津（077-523-5010）

祭のオープニングに合わせ、なぎさ公園おまつり広場で手づく
りやこだわり品を販売する市を開催します。毎月第3土曜日に
実施している本市が初めて湖畔にやってきます。

大津まちなかの美味しいお店や期間中のイルミ
ネーション・灯りの情報を多数掲載します。割引
クーポン付きのお得なフリーペーパーです。
※「おいんない」とは、大津ことばで「いらっしゃい」の
意味。

　中心市街地のにぎわいの再生を目的に、「大津まちなか食と灯
りの祭2011」を開催します。大津のまちなかに息づく食の文化
や灯りをテーマに、商店街やびわ湖岸など中心市街地全体を会場
とした市民参加型イベントを展開し、活性化を図るとともに、期間
中にまちなかを訪れる方々を温かくおもてなしします。

 ら  く  しょく  ちょう た  く  え  ん

関連
イベント

大津まちなかイルミネーション

楽食長卓宴

大津まちなか食ウォーク

大津まちなか灯りウォーク

灯りの道の楽食コンサート

びわ湖de大津百町市

大津まちなかイルミネーション

楽食長卓宴

大津まちなか食ウォーク

大津まちなか灯りウォーク

灯りの道の楽食コンサート

びわ湖de大津百町市

関連
イベント

げんき印の灯り ～みんなの想いに灯りをともそう～

大津駅前商店街
ナカマチ商店街
浜大津商店街ほか
11：00～15：00

食と灯りの祭食と灯りの祭食と灯りの祭
大津まちなか

201１

なぎさコンサート

旧大津公会堂
（3階ホール）
15：00～17：00

すべてのイベントの最終日にレトロモダンなホールで音楽コンサートを開
催します。かつては多くの音楽会が開催され、市民に親しまれた旧大津公会
堂で、年の瀬を素敵な音楽と共にお過ごしください。

食･灯･祭 2011ファイナリーコンサート
◆共 催：浜大津サウンドピクニック実行委員会

食･灯･祭 2011ファイナリーコンサート食･灯･祭 2011ファイナリーコンサート

びわ湖大津 秋の音楽祭

旧大津公会堂 オータムJAZZナイト2011旧大津公会堂 オータムJAZZナイト2011
旧大津公会堂でお洒落な秋の夜を楽しむJAZZコンサートを開催。
日時：10月1日（土）17：30～20：00　　場所：旧大津公会堂（3Ｆホール）
主催：㈱まちづくり大津（TEL077-523-5010）

旧大津公会堂 オータムJAZZナイト2011

びわこハワイアン
フェスティバル 2011

関連
イベント 健康・子育て・環境をテーマに世代交流イベントを多数実施。

日時：10月29日（土）、30日（日）※時間は各催しによる
場所：明日都浜大津、スカイプラザ浜大津、まちなか交流館ゆうゆうかん、図書館ほか
主催：はまおおつフェスタ実行委員会（077-528-2501）

はまおおつフェスタ2011

関連
イベント 400年近い歴史を持つ湖国三大祭

のひとつ。宵宮では曳山が無数の
ちょうちんで照らし出され、本祭では13基の
豪華な曳山が大津祭独特の「からくり」を披
露しながら市内を巡行します。
期間： 【宵宮】10月8日（土） 夕刻～21：00
 【本祭】10月9日（日） 9：00～17：30
場所：大津市まちなか一帯
問い合わせ：NPO法人大津祭曳山連盟（077-525-0505）
ＵＲＬ：http://www.otsu-matsuri.jp/home/

大津祭びわこハワイアン
フェスティバル 2011

はまおおつフェスタ2011

大津祭びわこハワイアン
フェスティバル 2011

はまおおつフェスタ2011

大津祭

関連
イベント

　　　　　内容：

灯りは人を優しくします 音は人を元気にします

160184

◆共催： おおつ手づくり灯りの会
◆協力： 日本大津絵文化協会、NPO法人大津祭曳山連盟、長柄衆
 大津まちなかもりあげ隊、ナす美の会、地域の森と暮らしの会＠おおつ
 宵醸会、大津の町家を考える会、他一般市民
◆監修： 照明塾 橋田裕司氏

◆監修、発行： 大津まちなか食と灯りの祭実行委員会

◆取材、編集： タウン記者（㈱まちづくり大津）

◆配布場所： 明日都浜大津、旧大津公会堂
　 各支所、びわ湖大津観光協会など

なぎさ公園
おまつり広場
11：00～16：00

なぎさおまつり市
◆協力： NPO法人大津倶楽部
 浜大津商店街振興組合 

びわ湖のほとりで食べ物屋台をはじめ、手作りや
こだわりの逸品が並ぶ市を開催します。
※第1回滋賀B級グルメバトル人気店も再登場予定！

なぎさおまつり市なぎさおまつり市　

◆共催： NPO法人大津倶楽部
 浜大津商店街振興組合
 浜大津サウンドピクニック実行委員会

関連
イベント 大津祭大津祭

主　催：大津まちなか食と灯りの祭実行委員会
問合せ：同実行委員会事務局、大津市都市再生課、㈱まちづくり大津
　　　　　　　TEL 077－528－2501

URL：http://www.machidukuri -otsu.jp/

917土10 31
月

▼

手づくり行灯がともる幻想的な空間で商店街
のうまいもんと滋賀の地酒を揃えた一夜限り
の居酒屋を開店します。

●時空を彩る 灯りと華in町家─
　日時： 9月23日（金・祝）～9月25日（日）
 10：00～21：00
大津百町館では町家を花と手づくり行灯で
飾り、光と影の織りなす心地よい癒しの世界
を演出します。

9 25日

1015土

9 25日

1225日

第5回全国あかりサミットin大津第5回全国あかりサミットin大津

全国で「灯り」をテーマに町おこしに取り組んでいる団体が集まり、その魅力と活かし方を語り合いま
す。基調講演には、山崎亮京都造形芸術大学教授が登場。（傍聴可／先着50名程度）。また、9月23日
～同25日には、東北を始めとするサミット参加団体の灯りが浜大津湖岸緑地の夜を照らします。

関連
イベント

第5回全国あかりサミットin大津

917土
なぎさ公園
おまつり広場
18：00～21：00

18：00／ オープニングイベント
 （音楽演奏）

18：10／ 開会宣言・カウントダウン
 イルミネーション点灯

18：30～21：00／
 食や音楽のイベント

日時：9月24日（土） 14：00～17：00　会場：旧大津公会堂3階ホール
お問い合わせ：都市景観課（077-528-2956）

日時：9月17日（土）～10月10日（月・祝）10：00～21：00 場所：旧大津公会堂
主催：㈱まちづくり大津　　 協力：おおつ手づくり灯りの会 監修：照明塾 橋田裕司氏

福島県郡山市と大津市の子どもたちの手づくりによる「げんき印の灯り」を一堂に展示します。
互いへのメッセージを込めた作品が「絆」を生み、大津からみんなのげんきを届けます。

びわ湖大津 秋の音楽祭びわ湖大津 秋の音楽祭
まちなかの文化・交流施設が連携して音楽をはじめとして、まちなかで多彩な
の催しを実施します。詳しくは下記HPをご覧下さい。

3月に発生した東日本大震災からの復興を祈り、びわ湖・大津から被災地へ向け音楽によってエール
と元気を発信します。チャリティー音楽コンサートとともに復興支援として東北物産市を開催します。

関連
イベント

関連
イベント

第3回大津ジャズフェスティバル ～JAZZと一緒に街歩き～第3回大津ジャズフェスティバル ～JAZZと一緒に街歩き～
美しいびわ湖岸と街をステージに大津の魅力を再発見する音楽の祭典。
日時：10月15日（土）、10月16日（日）12：00～17：00（おまつり広場は20：00まで）
場所：旧大津公会堂やおまつり広場を中心とした浜大津一帯
主催：大津ジャズフェスティバル実行委員会（URL：http://otsu-jazz.com/index.html）

第3回大津ジャズフェスティバル ～JAZZと一緒に街歩き～関連
イベント

びわ湖大津 秋の音楽祭

　期間：9月17日（土）～11月5日（土）　　主催：びわ湖大津秋の音楽祭運営協議会
　問い合わせ： 公益財団法人びわ湖ホール（TEL077-523-7133）
 URL： http://www.biwako-hall.or.jp/
 ね

●オープニングイベント 「復興の音・びわ湖から届ける音のエール」
　日時：9月17日（土）15：00～17：00

しょく　　とう　 さ い

917土
オータム・
シーズン

1031月▼

12 1木
クリスマス・
シーズン

25日

▼

ＪＲ大津駅前
旧大津公会堂～　

なぎさ公園おまつり広場
日没～22：00

925日

大津まちなか食と灯りの祭

灯りイベントマップ＆レストラン
割引パスポート
「おいんない」

大津まちなか食と灯りの祭

灯りイベントマップ＆レストラン
割引パスポート
「おいんない」

大津まちなか食と灯りの祭

灯りイベントマップ＆レストラン
割引パスポート
「おいんない」

げんき印の灯り ～みんなの想いに灯りをともそう～げんき印の灯り ～みんなの想いに灯りをともそう～

プ ロ グ ラ ム

会場周辺マップ

大 津

滋賀県庁

ＪＲびわ湖線

京阪電車      石山坂本線

膳
所

パルコ

なぎさのテラス

琵琶湖文化館

市民会館

琵琶湖
ホテル

浜大津アーカス
・湖の駅　

なぎさ公園
打出の森

なぎさ公園
おまつり広場

大津港

浜大津商店街

ナカマチ商店街

浜大津

上
栄
町

石
場

大
津
駅
前
商
店
街びわ湖ホール

島ノ関

会場周辺マップ

大 津

滋賀県庁

ＪＲびわ湖線

京阪電車      石山坂本線

パルコ

なぎさのテラス

琵琶湖文化館

市民会館

琵琶湖
ホテル

浜大津アーカス
・湖の駅　

なぎさ公園
打出の森

浜大津商店街

ナカマチ商店街

浜大津

上
栄
町

石
場

中
央
大
通
り

寺
町
通
り

大
津
駅
前
商
店
街びわ湖ホール

大津港

島ノ関

天孫神社

旧大津公会堂
大津百町館

天孫神社

大津百町館

P

P

P

P

P

P

P

P
明日都
浜大津
明日都
浜大津

スカイプラザ
浜大津

スカイプラザ
浜大津

大津まちなかイルミネーション

大津まちなか灯りウォーク

大津まちなか食ウォーク

駐車場

京阪
膳所
京阪
膳所膳所

と
き
め
き
坂

と
き
め
き
坂

なぎさ公園
おまつり広場

中
央
大
通
り

寺
町
通
り
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