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蒲生郡竜王町山之上 杉之木神社 ほか
東近江市宮川町　八坂神社 ほか

会長 山田東吾さん
●TEL：0748-57-0395

●TEL：0748-58-3715

http://www.rakuten.ne.jp/gold/dotshop

※販売はインターネットのみ
※帆布製のゼッケンには限りがあるため売り切れ次第生産終了 

●草津市大路2-11-15 ●TEL：077-566-8266

かね なぎなた

とう ご

はん ぷ

※

毎年５月３日、竜王町山之上一帯で「ケンケト祭

り」が行われる。450年前から続く郷土色豊かな

祭りで、国の無形民俗文化財に指定されている。

祭りの特徴は鮮やかな衣装と華麗な技！ 数え

年で11歳から20歳までの男子がそろいの衣装

を着て、太鼓と鉦を打ち鳴らしながら「薙刀

踊り」を奉納する。道中では「イナブロー」と呼

ばれる短冊をつり下げた棒を引き倒そうと見

物客が襲い掛かる。それを防ぐ警護役との戦

いは迫力満点！　短冊を持ち帰ると厄除けに

なるといういわれがあり、どちらも真剣だ。

最後に神社で奉納される薙刀の「仕舞い振り」

では、薙刀を飛び越えたり、放り投げたり、

片手で回したりとあらゆる技を披露。その華

麗な手さばきも見どころ。

「２月にＮＨＫホールで開催された『第８回地域

伝統芸能まつり』に出場したことで、全国的に

注目を浴びました。これからもずっと続けて

いきたいです」とケンケト祭り保存会会長の山

田東吾さん。もとは長男しか参加できない祭

りだったが近年の少子

化で規定は変えられた。

今後も、祭りの灯を絶

やさぬ方法を模索して

いきたいという。

（取材・福本）

競走馬の
ゼッケンが

競走馬のゼッケンがおしゃ

れなバッグに生まれ変わ

り、競馬ファンを中心に話

題を集めている。

草津市の授産施設「若竹作

業所」を訪ね、指導員の永

田敦也さんにお話を伺った。

「日本中央競馬会(ＪＲＡ)」

の栗東トレーニングセンター

では、約2000頭の競走馬が

調教を受けており、使用さ

れるゼッケンは年間約5000枚にもなる。2007

年までゼッケンは高級な帆布製で、２年で廃

棄されていた。そこで「ＪＲＡファシリティーズ」

と「県社会就労事業振興センター」が、授産施

設の障害者の収入アップにつながればと、バッ

グへの再生を企画した。

若竹作業所でゼッケンの洗濯や梱包作業を、縫

製加工会社や馬具製作所でバッグに加工している。 

「ひどく汚れたゼッケンも、タワシや洗剤で一

生懸命洗っています。

バッグの人気で仕事

にも熱が入っています」

と永田さん。

人気のトートバッグ

（4800円）に続いて、

先月はショルダータ

イプ(1万3800円)も

販売を開始し、好評と

のこと。県社会就労事

業振興センターの立元

加奈子さんは「ＪＲＡか

ら無償でゼッケンを提

供していただきました。

反響を呼んでうれしいです」と話す。（取材・鋒山）

※ＪＲＡファシリティーズ…競馬関連施設の清掃や飼料・ゼッケ
ンの販売などを行う会社

甲賀五十三
家（甲賀忍者

）の筆頭、望
月出雲守の

旧

宅。忍者自身
の住居とし

て現存する
日本で唯一

の

建物。

●甲賀市甲
南町竜法師

2331 ●TEL：
0748-86-21

79 

●9:00～17：
00(入館は1

6：30まで)

●料金：中学
生以上600円

 小学生300
円 幼児無料

●休館日：1
2月27日～翌

年1月1日ま
で6日間

「忍者道場
」（参加料無

料）では、綱
渡りやから

くり井戸な
どが

体験でき、最
後に免許皆

伝の巻物が
進呈される

。

●甲賀市甲
賀町隠岐39

4 ●TEL：07
48-88-5000

 

●10：00～1
7：00（入村は

16：30まで）

●料金：大人
1000円 中高

生800円 小学
生700円 幼児

500円 2才以
下無料

●休館日：月
曜日（月曜日

が祝日又は
振替休日の

場合はその
翌日）

　　　　 ※
5/1～6は開

館。5/7は休
館。

●三重県亀山市関町中町444-1 ●TEL：0595-96-0468

せ き じゅくは た ご た ま や

あ い づ や

●海鮮物問屋 伊勢昆布白子店 
●三重県鈴鹿市白子江島本町3179
●10：00～18：00 ●TEL：059-387-8279

こ う な ご

周囲の自然環境に配慮し、美術館の建物約80％が
地中に埋設されている。6/8まで「与謝蕪村―翔け
めぐる創意」が開催中。
●甲賀市信楽町桃谷300 ●TEL：0748-82-3411
●10：00～17：00（入館は16：00まで）
●料金：大人1000円 高大生800円 小中生300円
●休館日：月曜日（月曜日が祝日又は振替休日の場合 
　　　　 はその翌日）※5/1～6は開館。5/7は休館。

広大な公園の中にある陶芸専門の美術館。6/29ま
で「近江の商家のくらしとやきもの」が開催中。
●甲賀市信楽町勅旨2188-7 ●TEL：0748-83-0909
●9：30～17：00（入館は16：30まで） 
●料金：企画展、特別展の内容により変動
　　　 「近江の商家のくらしとやきもの」
　　　 一般700円 高大生500円 中学生以下無料
●休館日：月曜日（月曜日が祝日又は振替休日の場合はその翌
　　　　　  日）※5/5は開館。

「近江の商家とくらしとやきもの」関連企画

陶芸の森では、5/3～5までカフェが限
定オープン。
近江ゆかりのお菓子や体にやさしい
スープメニューが楽しめる。

鈴鹿市の玄関口ともいえる近鉄白子駅のすぐ近
くに白子港があり、海産物を扱う店も多い。「海
のみえる岸岡山緑地」から伊勢湾を眺めれば、気
分爽快！

し ろ こ

いちろく

●場所：信楽高原鉄道信楽駅前広場 ●9：00～17：00
●問い合わせ：駅前陶商振興会事務局（信楽高原鉄道内）/0748-82-4366

信楽焼や地元特産品がずらり！

旅籠「会津屋」を改装した食事所。山菜おこわと街道そばが名物。
●三重県亀山市関町新所1771-1 ●TEL：0595－96－0995 ●10：30～17：00

●定休日：月曜日(月曜日が祝日又は振替休日の場合はその翌日)
　　　　 ※5/5は営業。5/7、8は休み。

●三重県亀山市関町中町482 ●TEL：0595-96-2404
東海道47番目の宿場町として栄えた関宿に関する歴史資料などが展示されている。

●入館料：大人300円 小中高200円 ●9：00～16：30
●休館日：月曜日(月曜日が祝日又は振替休日の場合はその翌日)と

　　　　 年末年始（12月28日から1月4日）※5月中は無休 

関宿旅籠玉屋歴史資料館関まちなみ資料館共通

遊園地「モートピア」で「ピララゴ
ールデンウイークフェスタ」が5/6
まで開催される。
●三重県鈴鹿市稲生町7992 
●TEL：059-378-1111
●時間：5/1・2　 10：00～18：00
       5/3～6  9：00～20：00
       5/7以降 10：00～17：00(平日)
                9：30～19：00(土日)
       ※5月中は無休
●モートピアパスポート（のりもの乗り放題※一部機種除く。入園料込み）
　大人（中学生以上）4200円　小学生3200円　3才～未就学児2000円

毎月1、6、11、16、21、26日に開催される朝市。
海産物や花、果物などが並ぶ。
●江島若宮八幡神社前 ●8：00～12：00 
●TEL：059-380-5595（鈴鹿市観光協会）

5/6まで
開催中

海まで来ました！
各エリアと豆知識の詳細は、
滋賀ガイドをチェック！

５月の連休は新名神を
使って、日帰りでどこまで
行けるか行ってみよう！

甲南ＰＡの
「忍術焦がし醤油黒ラーメン」
（700円）

土山ＳＡの
ソーラー発電

か

おしゃれなバッグに！

お も い

そうかい

す ぼ

つきやま

ひ　いろ

草津田上Ｉ.Ｃ.から

約１４㌔ 信楽Ｉ.Ｃ.から

約１７㌔

甲賀土山Ｉ.Ｃ.から

約２４㌔

甲賀土山Ｉ.Ｃ.から

約２５㌔
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