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教育旅行のご案内
2０2２年 ９月 １６日更新

教育旅行や勉強合宿をびわこの湖畔で

～ 豊かな自然と歴史・史跡の宝庫 滋賀へようこそ ～

屋上テラス＆びわこ見晴足湯
琵琶湖をバックに集合写真はいかがですか施設全景

バーベキューや焚火トークのできる「中庭」男女別大浴場～超軟水の湯～

http://www.biwako-cc.com/


屋上へ

≪ 館内施設概要一覧 ≫

施設
設備

収容人数 最大収容人数：約180名

お部屋

ドア オートロック

ルームキー
1つ貸出し
（先生にまとめてお渡しします）

客室
46室(内、バス・トイレ付12室)
※各会議室、宴会場も宿泊部屋として使用可能

履物について
館内は下足可。各部屋では館内用ス
リッパをご利用下さい。

エレベーター 1基（11名定員） 寝具
おひとり様一式ご用意
（そば枕の使用はありません）

バス降乗車場所
当館玄関前
大型バス3台まで敷地内駐車可能

アメニティー
・先生 フェイス・バスタオル、歯ブ
ラシ、くし、髭剃り、浴衣、スリッパ
・学生 応相談

売店 7：30～21：00 室内テレビ 各部屋に有（カット可）

自動販売機
飲料水×2（1・2階）
アルコール×2（1・2階）

室内冷蔵庫 各部屋に有（中身は空）

非常時の避難場所 1階ロビーまたは中庭 室内電話 各部屋に有（外線・内線カット可）

館内放送 可能 トイレ 各部屋に有 各階に共用トイレ有

引率者ミーティング場所 ご用意可能 洗面所 各部屋に有

お食事

食事場所（椅子席）
・レストラン「エバーグリーン」96席
・大宴会場「楓」40席
・中宴会場「オーキッド」24席

貴重品
各部屋に金庫有（無料）
フロント預かりも可

配膳方法 クラス別等 応相談

大浴場

大浴場カラン数
男性大浴場：10個
女性大浴場：10個

引率者のお食事 生徒と同会場/または別会場で同じお食事 時間
15:00～翌0:00、6:00～9:00
（時間貸切は応相談）

水筒の補給
夕食時に宴会場にお持ち下さい。
朝食時にお渡しします。※要事前予約

その他
シャンプー、リンス、ボディソープ
ドライヤー有



■客室

◆スタンダードツインルーム
2名～4名様ご利用

（ロフトベッド利用時は最大4名様まで宿泊可）

◆和室
4名様ご利用

◆スタンダードツイン34室（トイレのみ） ◆シングル3室（バストイレ付）
◆デラックスツイン3室（バストイレ付） ◆和室5室（8畳 バストイレ付）
◆特別室1室（バストイレ付）
※他にも、和室宴会場や各会議室もベッド･布団にてご宿泊可能です（約40名）。

◆デラックスツインルーム
2名様ご利用

（エキストラベッド利用で
最大3名様まで可）

◆シングルルーム
（クイーンサイズ）

1～2名様ご利用

■1・2階軟水大浴場 ※サウナ・水風呂・無料マッサージ機・キーロッカー

貴重品用キーボックス有り

1・2階の大浴場は水風呂を含め、すべての浴槽
が軟水風呂で、肌がスベスベになると好評です。
大量の泡で溢れんばかりの軟水ジャグジィ浴槽
も大変人気があります。
時間制貸切などのご相談に応じます。

大浴場脱衣室では
コロナ対策のため、
18名以下の入室人数
を制限したご利用を
お願いしております。

94名～最大140名でのご利用が可能です。



◆ レストラン「エバーグリーン」

暖炉のぬくもりがやさしいレストラン
では、琵琶湖や伊吹山の広大な眺望も
ご馳走のひとつです。席数96席

◆ 食事会場 「楓」
ご家族様や小団体様でのご利用に最適。
慶事・法事・宴会におすすめ。席数40席

◆ 食事会場 「オーキッド」
お仲間同士での楽しいひとときにご利用
ください。席数24席

◆ 食事会場 「新楓」
少数用の個室スペースです。
席数8席

■お食事場所



◆朝 食 ：和洋バイキング

※朝食は、状況により 朝定食の場合も

ございますのでご了承ください。

◆昼 食 ：日替りメニュー
※ご希望に応じて対応いたします。

■お食事 ※アレルギー対応も承っております。

◆夕 食 ：日替りメニュー

学生様の人気ナンバーワンメニュー
・手作りハンバーグのデミグラスソース掛け
・海老フライ
・グラタン
・ご飯 ・サラダ ・スープ ・デザート

上記は一例ですが、ご予算に応じてご用意
いたします。

※ご夕食の一例（日替わりメニュー）

※朝食バイキングの様子

【有頭エビフライカレー】

・カレー
・有頭エビフライ
・ライス
・季節のサラダ
・季節のデザート

1,452円（税込）

5名様以上 3日前まで要ご予約

■立寄り昼食（営業時間 11：30～14：00）

アクティビティと併せて！



■体験学習

ダンス発表会など

【 大会議室 1室 】
スクール形式なら最大120名様
シアター形式なら最大150様を収容。
目的に合わせてレイアウトのご相談
に応じます。 ( 二分割可 234㎡）

【中会議室 2室】
それぞれ最大50名様
を収容。（119m²）
グループ討議や班活動
に最適な広さです。

館内中庭でもテント張りや焚き火トークができます♪

【 総合学習 】
オリエンテーション

班活動などに
80名以上の貸切時は

会議室代無料

【 陶芸体験 】
（館内）50名～1,430円/人

（近隣施設）20名～1,100円/人
・所要時間60分～90分

・作品例→マグカップ、湯呑、花瓶、
コーヒーカップ、お皿、茶碗

※近隣施設は｢水茎焼陶芸の里」
へのご案内となります

【 体験学習 】
・テント張り
・焚き火トーク
・SUP/カヤック
・陶芸 ・餅つき
・モルック

【 餅つき体験 】

25名～ 770円/人

所要時間：40分～

【 SUP・カヤック体験！】
当館からびわ湖まで歩いて1分♪
専門のプロインストラクターが同伴
（安全・技術講習・保険加入あり）
料金・所要時間はご相談ください。

フィンランドの人気スポーツ、
モルックで遊ぼう！

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1587456028/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Qtc3RvY2suY29tL3R5dXVnYWt1c2VpLW9ubmFub2tv/RS=%5EADBqlmjOGTUB6N2wE7a1cnsZmp71cU-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE1Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1RQZDVpekRoa3VBNkpnNjVpc0lKNURfVWNyb2kxR3Z0aUZVOHpRb2lhdVU0UVh0ZnR4NUdqdEphRHMEcAM1TGl0NWEybTU1U2ZJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaU9PQWdPV2xzLld0a0EtLQRwb3MDMTUEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1587461780/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Q4LmNvbS9jb250ZW50cy82MTcw/RS=%5EADBloPUt21v1MViIy53TPKdude.mx4-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTkmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUkN3al90eVRuSzJpZFF2enRtQ2daWXZnVWszcWhpZElGaU5mU2xrME1KTDlVXzJWbDlQLVRTYVBGSQRwAzVaLk9JT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDMjkEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
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行 程 SDGｓ

１
日
目

企業・伝統産業見学 彦根城・彦根城博物館
各地 （ﾔﾝﾏｰﾐｭｰｼﾞｱﾑ、ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ 夢京橋ｷｬｯｽﾙﾛｰﾄﾞ BCC泊

滋賀工場 彦根仏壇など）

２
日
目

テーマ別選択研修① テーマ別選択研修②
SUP・ｶﾔｯｸ体験 琵琶湖博物館 BCC泊
水茎焼陶芸の里 プラネタリウム
平和祈念館 ひこねｽｶｲｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ

３
日
目

農村体験プログラム
三方よし！近江日野田舎体験 各地

行 程 SDGｓ

１
日
目

大阪・ 琵琶湖博物館 安土城跡・安土城考古博物館
京都方面 （学芸員からの 信長の館 BCC泊

ミニ授業可能）

２
日
目

テーマ別研修
SUP・ｶﾔｯｸ体験 各地
水茎焼陶芸の里

行 程 SDGｓ

１
日
目

福井・ 長浜・班別自主研修 彦根城・彦根城博物館
岐阜方面 長浜ｽｸｰﾙﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 夢京橋ｷｬｯｽﾙﾛｰﾄﾞ BCC泊

２
日
目

テーマ別研修
平和祈念館 各地
ひこねスカイアドベンチャー

滋賀県内 ２泊３日コース【連泊】

民泊家庭で交流・体験

滋賀県内 1泊2日コース (滋賀以西発)

滋賀県内 1泊2日コース (滋賀以東発)

琵琶湖博物館 彦根城・彦根城博物館 信長の館

びわ湖・長浜班別研修 滋賀県平和祈念館 ひこねｽｶｲｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 水茎焼陶芸の里

小学校、中学校、高等学校の校外学習
や修学旅行等の教育旅行団体専用「
びわ湖・長浜ｽｸｰﾙﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ」を使ってこ
のまちの歴史や文化をたくさん訪れ
てください。

資料と多様な学習プログラムを組み
合わせることで、双方向の学びを導
き、平和への思いが深まるきっかけ
をつくります。戦争体験者それぞれの
思いや願いを感じられます。

琵琶湖をイメージした淡水色の焼き
物で知られる、水茎焼の作陶体験や
数珠ブレスレット体験が可能です。
作る楽しみ・使う楽しみ・思い出す楽
しみが生まれます。

地上８メートル、１８アイテムの大規模
アトラクションが楽しめるアドベンチ
ャー施設。手に汗握る高さで、ドキド
キの綱渡り！ハーネス＆命綱がある
のでご安心ください。

ステイ先のありのままを伝えるため、
その家の家族の一員として迎えます。
農家に限らず非農家や町家もありま
す。家業などの共通体験や農村の歴
史や文化を通じて、ふれあい・絆を学
びます。民泊も可能です。

琵琶湖とその周辺の自然、人々の暮
らしを考える博物館。琵琶湖と人がど
のように共存してきたかを振り返る
とともに、見る人にこれからの環境に
ついて考えてもらう施設です。学芸員
によるミニ授業もできます。

国宝指定されており、天守をはじめ、
重要文化財の各櫓、下屋敷の庭園で
ある玄宮園、内堀・中堀などが当時の
姿を留めています。博物館では、彦根
藩主井伊家伝来した美術工芸品、古
文書等を収蔵、展示しています。

信長が狩野永徳一門に描かせた金碧
障壁画が復元され、金箔約10万枚を
使った外壁、総朱塗り床など豪華な
造りになっています。VR安土城シア
ターでは天正9年（１５８１）頃完成した
安土城が映像化されています。

キャリア
学習

歴史 テーマ
学習

歴史環境

自主
研修

歴史 テーマ
学習

交流

テーマ
学習



電車で：
※新幹線 米原駅

または 京都駅

からJR新快速

大阪～70分

京都～40分

米原～13分

バスで：

※名神高速道路

竜王IC～30分

彦根IC～30分

■アクセス

・売店 ・ランドリー（無料）

洗濯機（男女各2台）

乾燥機（男女各2台）

■送迎サービス

【JR能登川駅、送迎バス乗り場】

※「送迎バスの待機場所」へは、駅の改札を出て、
左手方向の「西口」階段を降り、「駅前ロータ
リー」までお越しください。

１時間10分

【送迎用マイクロバス】

■その他施設

能登川駅からの送迎はおまかせ下さい。

・マイクロバス２台（25名乗り） ※無料

・大型チャーターバス等 ※有料

団体様はもちろん、少人数や途中参加の

スタッフ様にも臨機応変に対応いたします。

≪ 緊急連絡先 ≫
救急総合病院 彦根市立病院 当館より約30分 0749-22-6050 毎日24時間

発熱など症状がある場合 滋賀県受診･相談センター 077-528-3621 毎日24時間

警察署 滋賀県彦根警察署 当館より約30分 0749-27-0110 毎日24時間

保健所 彦根市保健所 当館より約30分 0749-22-1770

琵琶湖SUP
ｶﾔｯｸ場新海浜

水泳場

琵琶湖ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ

40分

13分


