紹介します 市民創造事業

内容 井伊直弼やいいニャン弼をテ
ント地に描き、多くの人に井伊直
弼を知っていただきます。また、
同
時に１５０年祭の関心を市内全域
に広げ地域の活性化を図ります。
開催期間 ①〜６月 日㈫ ②８月
１日㈯～ 月 日㈰

井伊直弼と開国１５０年祭
彦根ゆるキャラテント展

市民創造事業が決まりました
今年度１回目の市民創造事業（ 事業）
が決まりましたので、お知らせします。
市民創造事業は、提案団体が、企画か
ら実施まで積極的に事業展開されます。
ご期待いただくとともに、多くの事業に
参加とご協力をいただき、井伊直弼と開
国１５０年祭を盛り上げましょう。
なお、実施日をはじめ、一部内容がま
だ決まっていない事業については、内容
などが今後変更されることもありますの
で、ご了承ください。
問い合わせ先 井伊直弼と開国１５０年
祭実行委員会事務局（ 企画課内）☎
６１４１番、ＦＡＸ
１
- ３９８
番、Ｅメール
mail@hikone-150th.jp

実施団体 直弼のこころを伝える会

内容 井伊直弼が極めた、ちゃ （茶）
か （歌）ぽん （能）にスポットを当
てるプロジェクト。講演会、
「花の
生涯」の鑑賞会、井伊家発祥の地
探訪ツアーのほか、イベントで大
江戸吹雪の舞を発表します。
開催期間 ～平成 年３月
会場 市内および井伊谷 （浜松市）

「ちゃかぽん」と「大江戸吹
雪」に見る直弼のこころ

内容 「彦根のまちをキレイに」を
合言葉に、清掃活動や分別啓発活
動を行います。
開催期間 ①８月 日㈯、同 日㈫、
② 月ごろ
会場 彦根駅～彦根城周辺ほか
実施団体 ＨＩＫＯＮＥキレイ
キャンペーン隊

いいニャン弼と共に彦根を
キレイにするにゃん

内容 大江戸吹雪、彦根ばやしや、１
５０年前の音楽を使用して、だれ
でも参加できる音楽ゲームによる
ギネス世界一の記録に挑戦します。
開催期間 ７月 日
会場 滋賀県立大学体育館
実施団体 真夏の音楽祭をやり
まっせ実行委員会

井伊（いい）音楽でギネスに
挑戦コンサート
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直弼とぐるっと城下町

会場 ①徳性禅寺（高
宮町）
、高宮小学校
②四番町スクエア
か
実施団体 高宮町蝸
ぎゅう
牛会

内容 井伊直弼をはじめ藩主から
強い援助があった七曲り地域と
職人にスポットを当てます。
市民にも呼びかけて、七曲り地
域と職人をテーマにした物語を
作り、その物語を絵本にします。
また、絵本の読み聞かせ会を開催
します。
開催期間 ～平成 年３月
実施団体 ＮＰＯ法人Ｌｉｎｋｓ

彦根藩にゆかりを持つ
七曲りの地域と職人文化を
子どもや来街者に伝える
絵本作成・周知事業

内容 昨年作製した彦根リキシャ
をベースに、５００㎞走行できる
自転車タクシーを開発し、彦根か
ら横浜まで走破します。途中、彦
根市と関係のある都市を訪問し
ながら、井伊直弼と開国１５０年
祭のＰＲをします。
開催期間 ～８月
会場 彦根〜横浜
実施団体 ひこね自転車生活をす
すめる会

彦根製の自転車タクシー
「彦根
リキシャ」でニッポンを走る

30

ただいま

庭師集団いろは組只今参上！

せんぶん

千分流 直弼公の心を極める
内容 茶道では一派を起こした井
伊直弼は、華道では千分流を研究
するものの、独自流派を起こすま
ではいきませんでした。研究途中
の井伊直弼の花に心を寄せる思
いを翠香流の花を通じて体験し
ていただきます。
開催期間
月 日㈯、 日㈰
会場 ビバシティ彦根２階
実施団体 華道翠香流 教授会

え ん ね ん ふ りゅう

ひこね延年風 流
内容 ちゃかぽんの元になった猿
楽をお城祭りパレード後の馬屋
前道路で披露し、１５０年祭を盛
り上げます。また、踊り手、楽隊、
スタッフなどとして参加いただ
ける市民を募集します。
開催期間
月３日
会場 彦根城内馬屋前道路
実施団体 近江猿楽 多賀座

11

開国ライブ２００９
内容 日英外交関係樹立１５０周
年公式イベントとして、昨年ロン
ドンで開催された企画を、彦根で
開催します。
開催期間
月 日㈰
会場 夏川記念館教育ホール
実施団体 開国ライブ実行委員会

一期一会輪タクで案内する
彦根ほっこり案内
内容 井伊直弼の「もてなし」の心
で、 市 内 の お 年 寄 り に ベ ロ タ ク
シーに乗ってもらい、市内の井伊
直弼ゆかりの地を案内します。若
い ド ラ イ バ ー が、 話 を し な が ら
ほっこりとした彦根のまちなみ
散策と井伊直弼が感じた風景め
ぐりを楽しんでいただきます。
開催期間 ～平成 年３月
実施団体 ＮＰＯ法人五環生活

直弼公時代への
タイムスリップ （変身体験）

スミス記念堂の
カメラ・オブ・スキュラ
（ピンホールカメラ）
内容 開国とともに日本に入って
きたカメラの技術を、東西文化が
融合したスミス記念堂で
「カメラ・
オブ・スキュラ」として紹介、実
施します。
開催期間 秋ごろ
会場 スミス記念堂
実施団体 ＮＰＯ法人スミス会議

内容 市内の子ども会を対象とし
て、 寺 の 廃 棄 蝋 燭 や 廃 棄 口 紅 を
使って、井伊直弼をイメージした
蝋燭を作る体験を行います。また、
月 日㈬のひこねキャンドル
ナイトにも参加します。
開催期間 ～ 月
実施団体 あかりんちゅ（滋賀県立大

井伊直弼をイメージした
ろうそく
リサイクル蝋燭（キャンドル）
による灯り会

▲会場となるスミス記念堂
学生チーム）

井伊直弼ゆかりの文化と
社寺巡り
内容 井伊直弼ゆかりの彦根所在
の 社寺を巡ることができる朱
印帳を作製し、催事に併せ茶会・
花展を開催します。
開催期間 ９月～平成 年３月
会場 彦根所在の社寺
実施団体 井伊直弼ゆかりの文化
と社寺巡り実行委員会

（仮称）昔なつかしい紙芝居
と彦根昔物語
内容 ちんどん屋活動に加え、紙芝
居を通じて、子どもたちに彦根の
昔話・歴史、井伊直弼の話を楽し
く、 分 か り や す く 伝 え て い き ま
す。子どもたちに、楽しみを通じ
て、井伊直弼や郷土の歴史を学ん
でいただきます。
開催期間 ～平成 年３月
実施団体 彦根家チンダンバンド
▲ひこね市民活動ふれあいまつり 2009 で
活動をする彦根家チンダンバンド
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内容 足軽組屋敷で現存する辻番
所の庭園にスポットを当て、若い
庭師でつくる「いろは組」が樹木
に適した時期の剪定と管理カル
テを作成します。また、井伊直弼
にゆかりのある庭での講演会を
実施します。
開催期間 ～平成 年３月
会場 辻番所ほか
実施団体 庭師集団いろは組
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10

内容 「見る」から「着る」を目標
として、彦根に来る観光客を対象
に、 江 戸 時 代 の 衣 装 を 身 に 着 け
ていただき、小江戸実感劇団員を
お供にして、彦根城域を散策して、
記念写真をプレゼントします。希
望者には、ベロタクシー、屋形船
の体験も行います。
開催期間 ～平成 年３月
会場 彦根城 ほか
実施団体 小江戸実感劇団

11
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（火・祝）

10

11

12

17

11

11

13

（月・祝）

内容 観光情報誌に掲載されてい
ない歴史遺産にスポットを当て、
ＱＲコードを携帯電話で読み取
り、彦根を知っていただきます。
また、井伊直弼ゆかりの歴史遺
産や商店街を巡るコースも加え、
事業エリアの拡充を図ります。
開催期間 ～平成 年３月
実施団体 ＳＩＦＥ滋賀大チーム
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▲キャッスルロードを走る
ベロタクシー
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