
東京発着・現地発着（米原集合/京都解散）

向源寺（渡岸寺観音堂）の十一面観音像（イメージ）

須賀神社／菅浦（イメージ）

私が同行・解説します。
白洲正子が心惹かれた、琵琶湖

の最北端に位置する小さな集

落・菅浦を訪問するほか、向源寺

の渡岸寺観音堂にある国宝・十

一面観音像をはじめ湖北に数多

く残る観音像を探訪します。

滋賀県文化財保護協会
事務局次長 大沼芳幸

どうがんじ

白
し ら す

洲正子 琵琶湖・湖北の
かくれ里 2日間

［旅行期間 ： 2015年9月28日㈪〜9月29日㈫］

旅行企画・実施 日通旅行株式会社
団  体  営  業  部



※掲載の写真はすべてイメージです。

随筆家・白洲正子は、能、古典芸能、
文学、骨董を深く愛し、小林秀雄や青
山二郎らと交流しながら審美眼を磨
きました。近畿地方の山里を訪ね歩い
た名著が『かくれ里』です。その著書で
は湖北の魅力を「しっとりしていても、
湿っぽくはない。陶器に例えれば李朝
の白磁のような、そんな雰囲気が好き」
と語っています。中でも特に心を寄せ
ていたのが、琵琶湖の最北端に位置す
る小さな集落・菅浦です。

今回の旅では、白洲正子の「十一
面観音巡礼」、「近江山河抄」、「か
くれ里」の一連の作品や、井上靖
の名作「星と祭」などの作品を辿り
ながら、彼らが綴り、味わった感動
の世界を滋賀県文化財保護協会
事務局長の大沼芳幸氏の解説と

ともに巡ります。

❖白洲正子が心惹かれた秘境、菅
す が う ら

浦

❖白洲正子や井上靖の作品に登場する十一面観音を巡ります

奥琵琶湖、西浅井町菅浦の湖岸集落景観は、平成26年に国の重要文化
的景観に選定されました。その景観は、奥琵琶湖の急峻な地形における
生活・生業によって形成された独特の集落構造を示し、中世の惣村にさ
かのぼる強固な共同体によって維持されてきました。
奥琵琶湖の隠れ里ともいわれる「菅浦」は、琵琶湖と険しい山々とに囲ま
れ、周囲とやや隔絶したその地理的環境から、独自の歴史と文化を育んで
きました。中世の鎌倉・室町時代には、「惣（そう）」といわれる自治的村落
を全国的にもいち早く形成し、住民自らによる自治が発達してきました。
菅浦には平安の頃、都を追われた淳仁天皇が隠れ住んだ伝説がありま
す。住民は自らを“天皇の従者の子孫”と信じ、その誇りと警戒心から、近
年まで他人を寄せつけない暮らしだったと正子は書いています。集落の
東西にある「四足門」と呼ばれる門は、今で言う関所の役目を担い人の
出入りを厳しくチェックし村の安全を守っていた名残を示す貴重な建造
物です。

❖まさにかくれ里、味わい深い菅浦
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鶏足寺医王寺石道寺の十一面観音像
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洲正子が見つけた
美しい湖北の「かくれ里」を
ゆったりご案内します

菅浦の遠景



※上記行程は天候、運輸機関等の都合で変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
※上記の食事は仕入れ状況により、内容が変更する場合があります。
※天候などにより琵琶湖クルーズが催行できない場合は宿泊ホテルにて湖水曼荼羅を上演します。

スケジュール

日次 都市 スケジュール 食事

9/28
（月）

〈東京発着〉【午前】東京駅発 K ［新幹線・普通席］ K  【午前】米原駅
〈現地発着〉【11：00頃】米原駅にご集合ください
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米原
I

菅浦
I

長浜

【11：00】

【 午 後 】

米原駅に全員集合後、専用バスにて彦根へ
着後、双葉荘にて「湖国八珍」の昼食
昼食後、白洲正子が心惹かれた琵琶湖の最北端に位置する菅浦集落へ
須賀神社（入場）などをご案内します
その後、善隆寺（入場）、医王寺（入場）を訪れた後、長浜のホテルへ
夜には琵琶湖クルーズをお楽しみいただきます（詳細は下記参照）

長浜市：長浜ロイヤルホテル泊

9/29
（火）

長浜
I

大津
I

京都

【09：00】

【 午 後 】

ホテルより専用バスにて最澄ゆかりの古刹・鶏足寺（入場）、己高山麓に
ある真言宗豊山派・石道寺（入場）を訪れます
木之本のすし慶にて湖北旬料理「余呉っこ」の昼食
昼食後、国宝十一面観音立像を収蔵する向源寺（入場）、紫式部ゆかり
の花の寺・石山寺（入場）を訪れます
その後、専用バスにて京都駅へ
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〈現地発着〉【17：30頃】京都駅で解散
〈東京発着〉【18：00頃】京都駅発 K ［新幹線・普通席］ K  【20：30頃】東京着、解散

中秋の名月鑑賞と「湖
こ す い ま ん だ ら

水曼荼羅2015・月」
琵琶湖にクルーズ船を浮かべ、
中秋の名月を眺めます。

この旅では夜の琵琶湖に船を
浮かべ、中秋の名月の頃、湖面
に走る“月の道”と静寂の世界
の中で上演される湖水曼荼羅
をお楽しみいただきます。

琵琶湖汽船「megumi」湖面に走る月の道

◆スケジュール
18：00

19：00頃

19：15頃〜
19：30頃〜

20：00頃

長浜港出港
船中で長浜温泉「浜湖月」による月見弁当の夕食
食事をしながら、大沼氏による十一面観音の世界
に関するお話を伺います
竹生島沖に停船・名月観賞
エンジンをとめた静寂の世界を体験ください
よし笛演奏（月にちなんだ曲を15〜20分）
よし笛と絵語り
「湖水曼荼羅2015・月【琵琶湖に集う水の女神】」
終了後、長浜港へ戻り、ホテルへ

★湖水曼荼羅とは
山に生まれた水が、渓となり、滝となり、川となり、琵琶湖に集
う様と、これを見守るように祀られた様々な神仏に対する信仰
の世界を「湖水曼荼羅」とし、これを景観や仏像等の写真映像
により「絵語り」で表現し、わかりやすく解説します。そして、絵
語りに合わせた「湖水曼荼羅」をイメージさせる曲をよし笛に
よる生演奏により、琵琶湖と共生しながら歩んで来た、近江独
特の世界を目と耳からイメージし、実感していただきます。今
回は、お月見用に新たな物語を創作して演奏する予定です。

【よし笛奏者】近藤ゆみ子氏。日本よし笛協会理事、天覧演奏
を始め多くのコンサートで活躍。ソロ演奏の第1人者。



〔募集型企画旅行契約〕
（１）この旅行は、日通旅行株式会社（東京都千代田区大手町1-6-1、観
光庁長官登録旅行業第1937号）（以下当社と言います。）が企画・実施
する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅
行契約（以下「旅行契約」という)を締結することになります。

（２）旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする
国内募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の旅行業
約款（募集型企画旅行契約の部）によります。 
〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕
当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込み
いただきます。
申込金（お一人様につき）
東京発着：17，960円
現地発着：13,360円

申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。
お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理を
もって成立するものといたします。
〔旅行代金のお支払い〕
残金はご旅行出発の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日
より前にお支払いいただきます。
〔旅行代金に含まれるもの〕
旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金観光料金（バ
ス料金、ガイド料金、入場料）・旅行日程に明示した宿泊料金及び税、サ
ービス料金(部屋条件は別途明記します)・旅行日程に明示した食事料
金（機内食を除く）・団体行動に必要な心付・添乗員付コースの添乗員
同行費用
〔旅行代金に含まれないもの〕
定員以下での部屋利用の場合の追加代金・超過手荷物料金・飲み物
代、クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ、メイド等に対する
心付・追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税金、
サービス料・・日本国内における自宅から集合／解散場所までの交通
費、宿泊料・お客様の傷害・疾病に対する医療費。
〔旅行契約内容・代金の変更〕
当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがありま
す。詳しくは、「条件書」によります。
〔取消料〕
お客様はいつでも右記の取消料を支払って旅行契約を解除することが
できます。当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取
消の場合も下記取消料をいただきます。

〔当社の責任〕
当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあたえた時は損害を賠
償いたします。（お荷物に関する賠償限度額は当社に故意または重大な
過失がある場合を除きお１人15万円までとし、損害発生の翌日から起
算して１４日以内に通知された場合）その他は「条件書」によります。
〔特別補償〕
当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ偶然な外
来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について
補償金及び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によります。 
〔旅程保証〕
旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更の内容に
応じて変更保証金を支払います。詳しくは「条件書」によります。
〔お客様の責任〕
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行
為により当社が 損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受け
ます。
〔クレジットカード利用の通信契約〕
当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」とい
います。）より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること

（以下「通信契約」といいます。）を条件に電話その他の通信手段によ
る旅行のお申込みを受ける場合があります。その場合、会員は「出発
日」「旅行名」に加えて「カード名」「カード番号」「カード有効期限」等を
当社にお申し出いただきます。通信契約による旅行契約は、電話によ
る申込みの場合、当社が受諾した時に成立し、その他の通信手段によ
る申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時
に成立するものとします。通信契約での「カード利用日」は、会員および
当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行す
べき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申
し出のあった日となります。 
〔最少催行人員〕
25名。これに満たない場合、旅行の実施を中止することがあります。た
だし、この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１３日目(日

帰り旅行の場合は３日目)にあたる日より前に通知いたします。
〔手配代行者との連絡方法〕
添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方法は最終
日程表に明示します。
〔最終日程表の交付時期〕
確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程表は
旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の7日前以降
にお申込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付することがあり
ます。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況につ
いてご説明いたします。 
〔個人情報の取り扱いについて〕
当社及びいきいき（株）は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただき
ましたお客様の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用
させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行の手配において
必要な範囲内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただ
きます。
〔旅行条件・旅行代金の基準日〕
この旅行条件は、下記の日付を基準としています。
2015年6月1日

日通旅行株式会社
団  体  営  業  部

〒100-0004
東京都千代田区大手町1丁目6-1　大手町ビル1階
観光庁長官登録旅行業第1937号

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6-1　大手町ビル1階
日通旅行（株）団体営業部「いきいき日通ツアーデスク」
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※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく
　上記の取扱管理者にお尋ねください。

TEL：03-6256-0170　FAX：03-6212-1523
TEL：0120-052-855（フリーダイヤル）
総合旅行業務取扱管理者：内海　浩三
担当： 奥村 ・ 河埜（こうの）　  営業時間 平日／09：30～17：30（土・日・祝日は休み）

http:/ /www.nittsu-ryoko.co.jp/日通旅行ホームページ

ご旅行条件（抜粋）お申し込みいただく前に別途お渡しする「国内型募集型企画旅行条件書」を必ずお読みください。

解除時期等 取消料

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって

20〜8日目
（日帰り旅行は10〜8日目）

旅行代金の
  20％

7〜前々日   30％
旅行開始日の前日の解除   40％
旅行開始当日の解除   50％
旅行開始後の解除または無連絡不参加 100％

写真について
掲載している写真は撮影時のアングル・天候など諸条件により、実際
にご覧になる景観とは異なる場合があります。また、｢イメージ｣と付
記されている写真は旅行日程とは関係ない旅行目的のイメージ、旅
情等を表現したものです。　

時間帯の目安
早朝=04:01〜06:00／朝=06:01〜08:00／午前=08:01〜12:00
午後=12:01〜18:00（昼=12:01〜14:00 夕刻=16:01〜18:00）
夜=18:01〜23:00／深夜=23:01〜04:00 

承認番号：営本広第045号　承認日：2015年6月11日

■旅行条件
●旅行期間：2015年9月28日（月）～9月29日（火）【1泊2日】
●旅行代金（お一人様）：
　89，800円 【東京駅発着】
　66，800円 【米原駅集合・京都駅解散】
●募集人員：40名
●最少催行人員：25名

●食事：朝1回、昼2回、夕1回
●添乗員：東京駅より同行します
●利用予定交通機関：新幹線（普通席）・専用バス
●利用予定宿泊施設：
　長浜／長浜ロイヤルホテル（洋室ツインを2名1室利用）
●一人部屋追加代金：8,000円

日程表（スケジュール）中のマークについて
4＝朝食、2＝昼食、3＝夕食、0＝食事なし
I＝専用バス、K＝鉄道

※掲載の写真はイメージです。また献立は季節により異なります。

いきいきの旅なら、この宿、この食事
宿泊は、琵琶湖畔に佇む長浜ロイヤルホテルです 1日目の昼食は、琵琶湖畔彦根の「双葉荘」

2日目の昼食は、創業大正元年の料亭「すし慶」

湖北、琵琶湖畔に佇み雄大な湖と山々に囲まれた風景は、四季を通じ
非日常の空間へ誘い、洗練された空間ではその自然と調和しながら
訪れる人の心を和ませてくれます。露天温泉で旅の疲れを癒し、長浜
ならではの時間をお過ごしください。

湖国の食材は豊富です。選び抜か
れた湖国の美味を楽しむ湖国八珍
は季節により食材や調理法が異な
ります。その季節のおすすめ八品
をお楽しみいただきます。

若狭近海の海の幸、奥琵琶湖の新
鮮な湖魚、湖北の季節を彩る山の
幸など、厳選された材料と上品な
器からなる伝統の献立をぜひご堪
能ください。

お部屋の一例

露天風呂

◀お食事の一例「湖国八珍」

◀お食事の一例「余呉っこ」

ホテルの外観


