
2019年 3月 30日　　　10時 ～ 15時 15分
　          4 月   6 日　　　10時 ～ 15 時 15 分
　※両日とも同じコースです。　　　　　

土日時

多賀の歴史的・文化的スポットで国際交流をしませんか？
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＜基本日程＞
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　10時集合　
　 近江鉄道  多賀大社前駅

➡➡

● 多賀で花見と歴史散歩ツアー

土

桜町延命
  地蔵堂

桜を楽しみながら、多賀町内の文化財建造物や絵画、仏像、庭園などを
文化財の専門家の案内で巡ります。国名勝庭園を眺めながら地元食材を
使った弁当やお抹茶をいただき、文化財を通した英語での国際交流を
しませんか？もちろん英語が苦手な方も大丈夫です。みなさまのご参加を
お待ちしております。

15 時 15 分解散
　 近江鉄道  多賀大社前駅

　    胡宮神社　昼食・お抹茶体験

多賀大社 胡宮神社

 要事前申込

◆申込 /お問合せ：多賀町立文化財センター
　　　　　　　　　      〒522-0314 滋賀県犬上郡多賀町四手 976-2
                                                TEL  0749-48-0348       FAX 0749-48-2078
                                                E-mail: bunkazai@town.taga.lg.jp
◆募集定員：  20 名
◆参 加 費    ：  1,550 円  ( 昼食のお弁当、お抹茶、拝観料を含む）
◆主　　催：  多賀町立文化財センター
◆協　　力：  文化遺産プラニング
◆講　　師：  井上  ひろ美（文化遺産キュレーター）
　　　　　　 久  木   淳 子  （文化財コミュニケーター）

※このツアーは日本語での解説もありますので、どなたでもお気軽にご参加下さい。
※花の見頃は気象状況によって前後する場合があります。

多賀大社 ➡
徒歩 徒歩 バスバス

 

　　多賀大社 奥書院

第６回

　多賀ぶら



Taga town has various types of historic sites and cultural properties and it is such an important traditional 
complex for the local community. Watching cherry blossoms, professional guides will walk you through 
Taga town to show you its traditional architecture, its Buddha statue etc.. This tour provides a lunch box
with local ingredients and green powdered tea. Join us on our tour and enjoy an international exchange 
through our monuments. We look forward to having you join us!

Date    : Mar. 30 (Sat) / Apr. 6 (Sat), 2019     10:00 AM ～ 15:15 PM
＊The tour course of each day is the same.

Course: 【Meeting place 】  Taga Taisya-mae Station (Ohmi Tetudo Line)10:00
                         ==⇒ Sakuramachi Enmei Ksitigarbha               ==⇒ Taga Taisya Shrine
                         ==⇒ Konomiya Shrine (Lunch& Green tea)        ==⇒ Taga Taisya-mae Station 15:15   
Participation Fee: 1,550 yen ( including lunch box and green powdered tea)
Tour Organizer: Center for Cultural Property of Taga 
Cooperation : Cultural Heritage Planning
Capacity: 20 
Inquiry / Application: Advance reservation required. 
For application, please contact to the following e-mail address. 
Please include your full name, address, the number of participants
and phone details.
Contact: Center for Cultural Property of Taga  
E-mail: bunkazai@town.taga.lg.jp
Lecturer:  Hiromi Inoue (Cultural Heritage Curator) 
                Junko Hisaki  (Cultural Property Communicator)
※The best time to view cherry blossoms depends on weather conditions.

Cherry Blossoms and 
Historical Scenery of TAGA 

-Visiting the Authentic Cultural Properties of Taga Town-
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