
主催：多賀ふるさと楽市実行委員会
お問い合わせ  多賀町役場産業環境課 40749-48-8118／多賀町商工会 40749-48-1811

第11回ふるさと
楽市

駐車場が少ないため、できる限り
公共交通機関でご来場ください
ますようお願いいたします。

【無料送迎バスあります】
※当日は通行規制があります。ご注意ください。
※路上駐車はせず、指定された場所に駐車しましょう。
※飲酒運転は絶対にやめましょう。

多賀大社前駅前〜
門前町絵馬通り一帯

多賀町マスコットキャラクター

たがゆいちゃん

キラリと輝く！
多賀の魅力を
感じよう！

多賀

10：00～10：15 たがゆいちゃん オープニングあいさつ
10：15～10：30 歌う会「サンガ」
10：30～10：50 町内園児 合唱
10：50～11：15 多賀中吹奏楽部 吹奏楽
11：15～11：25 ほほえみ レクリエーションダンス
11：25～12：45 文化協会 芸能発表
12：45～13：00 近江猿楽「多賀座」
13：00～13：25 花びより ～あかさたな～ ヨサコイ演舞
13：25～13：50 多賀町シルバー玉すだれ会
13：50～14：20 Ｂｉｇ×bａｎｄ部（滋賀県立大）
14：20～14：45 やまびこクラブ キッズビクスダンス
14：45～15：00 多賀町アストロクラブ 環境美化活動報告
15：00～15：30 お楽しみ大抽選会

駅前ステージ
絵馬スタンプラリー

午前の部▶10：30～配布開始（先着250名）
午後の部▶12：00～配布開始（先着250名）
受　　付▶多賀大社側受付

（多賀大社前～絵馬通り一帯）

ゆめカード大抽選会
受　　付▶１３：５０まで（桜町駐車場）

文化展はあけぼのパーク多賀で開催中！！
期　　間▶１０月８日㈯～１６日㈰  ※１１日㈫は休館

絵馬通り

文化展

※プログラムは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※小雨決行です。開催情報は7時に有線放送でお知らせします。

多賀町アストロクラブの仲間から
ぼくたちも「多賀ふるさと楽市」を楽しみにしているよ！
だけど、まつりのあとはいつもゴミだらけ（>_<）
自分の家ではみんなポイ捨てしないのに……
多賀はみんなのおうちだよ。
だからポイ捨ては絶対にしないでね。

第４回
「多賀そばまつり」開催！！

第11回 多賀ふるさと楽市プログラム

小雨決行

10月

日
㈰16

10:00
➡

15:30



キラリと輝く！ 多賀の魅力を感じよう！
多賀町には美味しい食べ物、楽しいお祭り、奥ゆかしい歴史や町並みなど魅力
がいっぱいです。それらの魅力はふるさとを愛する人々によって受け継がれて
きました。
そんなキラリと輝く魅力あふれる多賀町を町内外に発信するとともに未来に
も受け継いでいきたいと思います。
そして、このイベントを通して多賀を愛する人が溢れ、人の和が繋がり多賀の
魅力が広がっていく事を期待し「第１１回多賀ふるさと楽市」を開催します。
№ 団体名 出店内容
1 受付(多賀大社側）

2 商工会青年部 絵馬スタンプラリー
商工会青年部 フライドポテト

3 (株）一休庵 肉巻きおにぎり
4 びわ湖東部中核工業団地 森下仁丹商品の試供品配布
5 大滝山林組合 シカ肉料理・木工製品の販売
6 (有)マルシン久保田 マルシンまかないカレー
7 多賀浪漫亭 焼き菓子
8 みずほ製菓 袋入りあられ
9 商工会建設技能部 木工教室
10 (株)ひらつか建築 クレープ、家具の展示
11 安藤義太郎商店 いか焼き、フランクフルト
12 商工会女性部 そば粉入りシフォンケーキ
13 アイビーンズコーヒー コーヒー、焼き菓子販売
14 彦根交通安全協会多賀支部 交通安全啓発
15 子どもの本サークル「このゆびとまれ」 絵本のおはなし会 等
16 多賀町緑化推進委員会 シイタケ菌打ち体験・原木販売
17 多賀町職員組合青年部 ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい

18 ボーイスカウト犬上第１団 ボーイスカウトの紹介・ツイストパン・
ポップコーン

19 ＴＴＰ（県立大学生） わなげ、ボーリング

20 子育て支援サークルたんぽぽ 木工教室
木匠塾（県立大学生） 木工教室

21 バルーンアート

22 太平設備エンジニアリング 多賀野菜の販売
楽座「たが」 たきこみごはん

23 リッスン屋台 たこ焼き、ふなずし、湖魚佃煮
24 大阪屋文具店 文具雑貨の店頭販売

25 多賀清流の里 利用者との手作り小物販売、
休憩所「お茶（お茶菓子付き）提供」

26 レディースファーレ高取 イタドリ煮、里芋のおはぎ
27 つばきはらファクトリー カラアゲ、和っふる
28 きのこの会 イタドリ煮、草餅、ドーナツ
29 多賀町商業協同組合 ゆめカード抽選会
30 楽友 フリーマーケット
31 多賀門前町共栄会 屋台村

32 松宮書法館 松宮橘邨・松宮貴之書法展
～その源泉と展開～ 

33 多賀町特産物振興連絡協議会 米の食べくらべ、特産物の販売、
そばがき

34 母子福祉のぞみ会 昆布類

35 ステーション大君ヶ畑 草餅、茶、乾燥しいたけ 他
水谷地区むらづくり懇話会 おにぎり・白米、赤シソジュース

36 サタデーピア夢工房if 焼き鳥、綿菓子、じゃがバター、クレープ

37 シルバー人材センター 木工品、竹細工販売、たい焼き、
ポップコーン

38 多賀そば地域協議会 手打ちそばの販売、実演
39 めだかの学校 ケーキ・コーヒー等
40 多賀町日赤奉仕団 たこ焼き
41 多賀区 金魚すくい
42 もんぜん市 季節の野菜、果物・漬物・菓子・パン・佃煮

43 杉の子作業所 おにぎり、クッキー、シフォンケーキ、
パウンドケーキ、焼き鳥、お茶

44 多賀町更生保護女性会 日用品バザー、滋賀刑務所矯正店
45 受付（駅前）
46 本部・音響

47
環境啓発ブース エコ体験、うちエコ診断
社会を明るくする運動 運動の啓発、物品配布多賀町推進委員会

48 ボランティア・チーム「ＳＫＯ」 フライドポテト、フランクフルト
49 やまびこクラブ コーヒー・飲料・くじ引き

50 岸辺瓦工務店 ポップコーン・フランクフルト・ヨーヨーつり 
パンフレット配布・会社ＰＲ

51 大杉いわなや いわな料理・工芸品
52 多賀町スポーツ推進委員会 スナックゴルフ体験

JA 東びわこ農業協同組合多賀支店 フランクフルト、焼きそば、青空市、
軽トラ市、 等

※ 模擬店の内容・配置場所は予告なく変更する場合があります。あらかじめご
了承ください。
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絵馬スタンプラリー
8カ所のスタンプを集めると

抽選ができます。
10:30～（先着250名様）

12:00～（先着250名様）

受付場所：②多賀大社側受付

神あかり
10月1日㈯〜11月30日㈬

日没～21時 多賀大社境内・絵馬通り 他
「光とアートで発信するブランディング
事業」で10月1日㈯～11月30日㈬の
期間、多賀大社境内と絵馬通りでライト
アップを行っています。

光とアートで発信するブランディング事業

会場案内図


