びわ湖大津館に隣接する約5︐900 ㎡の

12/11㊐

イングリッシュガーデンを会場に︑

※1月は1/1
（日･祝）
〜3
（火）
および土･日･祝日のみ点灯

﹁海の生き物﹂をテーマとした︑イルミネーションを開催！

12.1（木）〜2.14（火）

光のオブジェで表現された︑

2023

2022

様々な海の生き物たちが皆様をお迎えします︒

たち
生
物
の き

煌めく夜の水族館をお楽しみください︒

き
で らめく

光が生み出す
夜の水族館

びわ湖大津館×成安造形大学

予約制

クリスマスリース作り
イングリッシュガーデン内の
自然素材を使用してオリジナルの
クリスマスリースを作ります。
料金

10:30〜12:00
2,500円

講師

ハナゾノハウスKYOTO

時間

畑中晴文 先生
20名様
場所 会議室
持ち物 持ち帰り用袋

12/27㊋

定員

※自然素材を使用する為、時間とともに
変色します。写真はイメージです。

予約制

お正月のフラワー
アレンジメント教室
素敵なフラワーアレンジメントを飾って、
お正月を迎えましょう。新年を華やかに彩ります。
時間
料金

期間中の
イベントの詳細は
裏面をご覧
ください。

講師
定員
場所
持ち物

10:30〜12:00
2,900円(材料費込)
いとうじゅんこ先生
20名様
多目的ホール「桃山」
ハサミ、
持ち帰り用袋

17：00〜20：3 0

ライトアップ
時間
［イングリッシュガーデン・びわ湖大津館周辺 ］
※最終受付20：00迄

料金

イングリッシュガーデン入園料
大人

330円 小中学生 160 円（ 税込 ）

※ペット同伴不可。 ※シニア割引はありません。
※多客の場合、入場制限を行うことがあります。

「♯びわ湖大津館2022イルミネーション」
Instagram キャンペーン
期間中イングリッシュガーデン内で撮 影したイルミ
ネーションの写 真に、ハッシュタグ「#びわ湖大津館
2 0 2 2イルミネーション」を付けて、I nst ag ra mに投
稿！投稿して下さった方の中から抽選で10名様に、び
わ湖大津館売店の素敵な商品をプレゼント！皆様の
投稿お待ちしております★

キャンペーン期間：2022年12月1日
（木）
〜 2023年2月14日（火）

協力：
（公社）
びわ湖大津観光協会
《 お問い合わせ・お申し込みは 》

指定管理者
京阪・琵琶湖汽船グループ

応募方法等
詳細は
QRコードより

〒520 - 0022 大津市柳が崎 5番35号
［受付時間］9：00 〜19：30

TEL.

※画像はすべてイメージです。

077 - 511- 4187

https: //www.biwako - otsukan. jp/

新型コロナウイルスの影響によりイベント内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

FAX . 077- 511- 3228
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入館無料

びわ湖の景色も美味しいごちそう

びわ湖大 津 館は、1934年に県内初の国際観 光ホテル（旧琵
琶湖ホテル）として建築された建物を再活用した、大 津市の
多目的 文化 施 設 で す。館 内にはレストランやショップ、ウェ
ディングサロンの 他、旧琵 琶 湖ホテル時 代の 想い出 展 示 室
（見学無料）や市民ギャラリー、貸会議室等があります。

12/1（木） 忘新年会プラン
（火） 年末年始の特別な“宴”の席を
〜1/31

レストラン Bel van Brugge
ベルヴァンブルージュ

クリスマス特別ディナー

『びわ湖大津館』
で！

フルコース
（フリードリンク付）
お一人様

12/22（木）〜25（日） 予約制

（税サ込）

びわ湖の夜景が一望できる
ロマンティックな空間で
シェフ特製の
クリスマスディナーを
お楽しみください。

新春ランチコース

クリスマス特別ディナー
（イメージ）

お一人様
（税サ込）

営業時間 10：00〜21：00（L.O.19：30）

6,800円

※クリスマス期間中のディナータイムは、
特別ディナーのみのご提供となります。

1/1（日・祝） 新しい年を祝う“特別ランチ”
〜3（火） ※正月期間中のランチタイム

（11:00 〜 14:30）
は、
新春ランチコース
《4,000円・5,800円》
のみのご提供となります。
※1/1は完全予約制となります。

◎12/31は10：00〜16：30、1/1〜3は11：00〜19：30

※ ディナータイム17：00〜／要予約

レストランでのお食事のご予約は TEL.077-511-4180

期間内イベント情報

6,200円〜

※詳しくはお問い合わせください。

※1/4より通常営業

11〜2023.2

2022.

◎詳しいベントの内容は、
びわ湖大津館ホームページかお電話にてお問い合わせください。

11/19 ㊏ 時間/13:30〜15:00（雨天中止） 予約制

12/4 ㊐・1/8 ㊐ 時間/10:00〜12:00

チューリップ球根植付け体験会

お土産付

親子で大津館の花壇にチューリップを植えてみませんか？
嬉しいチューリップ球根のお土産付きです！
料金 無料

予約制

浜崎英子先生の生け花による「花と心の教室」
12月のテーマ「多様な人と生きる」
1月のテーマ「いけばなの社会的価値」
料金 3,000円(入園料込)

講師 京阪園芸スタッフ

講師 いけばな療法士 浜崎英子 先生（NPO法人フラワーサイコロジー協会理事長）

定員 15名様

定員 20名様

場所 大津館 花壇

場所 ガーデン内チャペル

持ち物 園芸用手袋

持ち物 花ばさみ、
筆記用具、使い捨てゴム手袋、エプロン、持ち帰り用袋

対象 中学生以下のお子様

12/3㊏ 時間/10:30〜12:00

予約制

10 00〜11 30
12/16 ㊎ 時間/①エンジョイレッスン
②スキルアップレッスン13 : 00〜14 : 30
:

:

2/12 ㊐ 時間/10:00〜11:30

予約制

ツルバラの誘引と冬季剪定講座

季節の植物を使って楽しむ寄せ植え教室

関西屈指のローズガーデナーによる
人気講座！ 冬場のバラとつるバラの
管理技術についてレクチャーします。

12月のテーマ「お正月の寄せ植え」

野々口稔先生のクリスマスローズ大好きセミナー
NHK「趣味の園芸」でもおなじみの
クリスマスローズ研究の第一人者
野々口先生のセミナー！
セミナー終了後は人気品種の
販売会もあります。
料金 1,980円

料金 ①3,900円 ②4,900円
講師 伊原木香奈 先生

料金 2,000円(入園料込)

定員 各回15名様

講師 京阪園芸 青木亨治 先生

場所 会議室

定員 15名様

講師 ヘレボルス倶楽部代表 野々口稔 先生

持ち物 園芸用ハサミ、
園芸用手袋、

場所 ガーデン内チャペル

定員 30名様

エプロンor汚れても良い服で
ご参加ください。

場所 多目的ホール
「桃山」

びわ湖大津館近くの初詣スポット

滋賀の良いモノあつめました

ショップ

クリスマス＆バレンタイン
ラッピングサービス♪

Shiga no Hana

ギフトやお土産にぴったりのオ
シャレな雑貨が勢ぞろい！公園
散歩やドライブ途中にぜひお立
ち寄りください。

営業時間 10：00〜18：00

期間

◎年末年始は通常営業

リーズナブルな料金設定

貸ホール・会議室
Wi-Fi 完備

12/1（木）〜25（日）
2/11（祝）〜14（火）

館内ショップShiga no Hanaにて商品
お買い上げのお客様に無料で
クリスマス&バレンタイン
ラッピングを致します♪

館内に催事やご宴会が可能な
多目的ホール「桃山」をはじ
め、小会議室が 14 室。リー
ズナブルな料金設定です。

◎年末年始は通常営業

予約制

びわ湖大津 館は、年末年始も営業致します。
ぜひお立寄りください。
近江神宮
徒歩で約10分
車で約5分

比叡山延暦寺
車で約15分

日吉大社
車で約15分

※小 会 議 室は、
６名 〜
20名 様までご利 用 い
ただけます。※ご 利 用
はご利 用希望日の４か
月前からのお申込制と
なります。詳しくはお問
い合わせください。

※写真は全てイメージです。 ※記載料金は全て税込料金です。

J
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558

びわ湖

近江神宮前

柳が崎交差点

柳が崎湖畔公園港

詳しくは、琵琶湖汽船予約センター（9：00 〜17：00）
TEL.077- 524 - 5000まで

びわ湖

大津市役所前

皇子山公園
至びわ湖浜大津

至大津港

大津
京 京阪
大津京

柳ヶ崎
バス停
イオン
大津京

びわ湖大津館までのアクセス

びわ湖大津館へは、クルーズ船でも
ご来館いただけます。

至おごと温泉・堅田
湖西線

南滋賀

至京都

皇子が丘公園

皇子山
ランプ

京阪電車 石山坂本線

南滋賀
ランプ

至坂本
比叡山口
近江神宮

近江神宮
ランプ

※お車でお越しの場合、柳が崎湖畔公園有料駐車場をご利用ください。
※びわ湖大津館の館内施設をご利用のお客様は、優待サービスが
ございます。

柳が崎湖畔公園港

《 大津港までのアクセス》

大津港
●京阪電車「びわ湖浜大津」駅から徒歩約3分
（琵琶湖ホテル）
●JR「大津」駅から徒歩約15分

● 京阪電車「びわ湖浜大津」駅、 JR「大津」駅から
江若バス「柳ヶ崎」下車 徒歩約 3 分
● 京阪電車「近江神宮前」駅から徒歩約15分
● JR「大津京」駅から徒歩約15分
● 名神「大津I.C」から車で約10分

お問い合わせ・お申し込みは

におの浜観光港

（びわ湖大津プリンスホテル）

指定管理者 京阪・琵琶湖汽船グループ
https://www.biwako-otsukan.jp/
TEL. 077- 511- 4187（9:00〜19:30）

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、今後、イベントの開催を中止・変更する場合もございます。予めご了承ください。

