
８ 草津、水口の鉄道忌避伝説の検証 

 県内では近江八幡の他にもいくつかの地域で鉄道忌避の話が伝えられていることは先

の県内他地区の鉄道忌避伝説の事例のところで述べたとおりである。ここでは湖南、甲賀

の中心地草津、水口について近江八幡地域と同様に鉄道忌避説についての検証を加えて

みよう。 

① 草津の鉄道忌避伝説の検証 

 明治２１（１８８８）年東海道鉄道湖東線工事の指令が出たので、鉄道局側は駅として

設置を予定していた草津駅の場所の選定に取りかかった。 

当時の草津の中心地は旧宿場町の本陣のある草津川の南、現在の本町に当たるところ

であった。草津の住民には「草津駅の立地場所は旧東海道と矢橋街道の分岐点の矢倉を第

一候補として進められたが、当時の住民が鉄道忌避をしたからとの理由で本町から草津

川堤防を越えたやや離れた現在の地点に立地することになった」との話が今なお出てく

るが、史料的にこれを確かめ得るものは今のところ全く発見されていない。ここに出てく

る草津の鉄道忌避の話は単なる言い伝えであると考えられる。 

草津駅の立地について考える場合、草津駅は、明治 22（１８８９）年に開業が予定さ

れていた東海道鉄道湖東線と関西鉄道ルートの分岐点としての役割を持つことになった

歴史的事情を押さえておかねばならない。 

関西鉄道は明治 20（１８８７）年 3 月 30 日、「関西鉄道会社」として、大津（馬場）

—四日市（名古屋）間の建設の申請がなされたが、その時にはすでに鉄道局側は馬場—米

原間の東海道鉄道湖東線区間の建設を予定しており、そのルート上の草津には駅を設置

する予定があったので、関西鉄道が申請の馬場—草津間は重複する区間となることにな

る。 

そのため、鉄道局は関西鉄道に始発点を草津駅とすることを出願許可の条件として明

治２２（１８８９）年１２月 25 日に草津～三雲間が開業した。 

草津線は、現在でこそ東海道本線の枝線のような位置付けで単なるローカル線と思わ

れているが、その生い立ちはまったく別のもので、関西鉄道の草津を起点とするこの路線

は旧東海道沿いに名古屋や伊勢に向かうという大きな役割を期待されていたのである。 

このような事情から関西鉄道との分岐点としての草津駅には列車の操作などのために

ある程度の規模の広さが必要だった。 

天井川としての草津川にはトンネル工事を必要としたため、もし矢倉に駅を設けた場

合、東海道鉄道とは別に関西鉄道もこのトンネルを掘る必要があった。鉄道側はこの二つ

の路線のトンネルを掘る手間と工事費を節約するために、駅は天井川を越えたところの

町の中心部から離れた広い土地が確保できる所に立地した方が有利であると考え、当時

うばが餅屋を家業としていた二代目南新助の尽力で敷地約９５００坪余の用地が確保で

きた大路井、渋川地先に現在の草津駅が出来上がったのである。 

さらに、駅の位置として決定された大路井と当時の草津の中心部本町とを結ぶ草津川の

一般道路のトンネルは明治１９（１８８６）年にすでに開通しており、人々の行き来は相

当便利になっていたことも見落せないのである。 

草津駅の位置は当時の住民の鉄道忌避運動によってではなく、以上のような鉄道局と

関西鉄道側の技術的、経済的な合理的理由によって決められたと考えるのが妥当ではな

いだろうか。 

② 水口の鉄道忌避伝説の検証 

明治２２（１８８９）年１２月２５日、関西鉄道（現草津線）草津—三雲間が開業した

が、そこでのルートは旧東海道に沿っている。しかし、翌２３（１８９０）年２月１９日

三雲～柘植間が開通した時の三雲からのルートは、草津から石部に次ぐ東海道宿場町水

口・鈴鹿越えを避けて杣街道沿いに進路をとり、三重県の柘植に至ることになった。 

水口は江戸時代以降、城下町として栄え、さらに宿場町としての規模は天保１４（１８

４３）年の情報が記載された「東海道宿村大概帳」によると、東西２２町６間、家数６９

２軒、人数２６９２人で、本陣・脇本陣各 1 軒、旅籠屋４１軒、を数え、家数・人数の

点から見れば、東海道と中山道の分岐点であった草津宿よりも大規模であったと言われ

ている。 

こうして水口は明治以降現在に至るまで甲賀地域の政治、経済、文化の中心町としての

役割を果たしてきたのであるが、その水口は関西鉄道のルートから外れることになった。 

そこで、後世の人たちは、甲賀地域の中心地水口に鉄道が通らなかったのは、当時の住

民たちが鉄道に無知であり、もし宿場町水口に鉄道が通れば「自分たちの生業の基盤が失

われる」ことを心配し、旅館や伝馬関係者が、こぞって反対したためだとの「鉄道忌避伝

説」が今もなお根強く伝わっているが、そのような事実は見られないことがわかってき

た。 

実は関西鉄道は設立当初は、甲賀の中心地水口を通過する計画を持っていたのである

が、最終的にはそのルートから外れることになった。ではなぜ、水口ルートは採られなか

ったのであろうか。先の鉄道忌避伝説の検証の視点に従って検討していこう。 

結論から言うと、関西鉄道は地形上、工費の問題で水口ルートを断念したというのが正

しい見方だと思われる。 

関西鉄道がどうしても甲賀の中心地水口を通ろうとする場合、草津から三雲を経てそ

のまま旧東海道沿いに野洲川を渡り水口に達することになるが、そこから先の旧東海道

沿いに土山に向かう場合、その先には急峻の鈴鹿山脈が立ちはだかり勾配に弱い鉄道が

この峠を越すためには 10,000 メートルを超えるトンネルが必要となる。 

もともと、明治 2 年廟議決定の東西連絡幹線鉄道建設のための東海道のルートの調査



でも名古屋以西は「佐屋，桑名ノ難所及鈴鹿峠ヲ避クル為中山道二迂回シ清州、大垣、米

原ヲ経テ草津、大津二由り京都、大阪二達スルモノ」とされた。つまり、木曽三川の下流

域と鈴鹿峠を含む東海道筋の熱田－草津間は鉄道敷設上、技術的な困難を伴う〈特殊ナ地

域ヲ占メ、本邦幹線タルノ要素ヲ欠ク『四日市市史下』四日市市 １９６１（昭和３５）

１３５１頁〉として、東西両京連絡幹線鉄道のルートとしては当初から計画されていなか

ったのである。参考文献：『近代交通成立史の研究』山本弘文編 法政大学出版局１９９

４（平成６）年 

鈴鹿越えルートは現在の東海道新幹線工事でも検討されたが、予想外の難工事として

ルートの見直しがされたほどであるから、当然、当時の土木技術では鈴鹿越えは到底不可

能なことなので初めから想定には入っていなかったのである。 

鈴鹿越えを避けてもなお水口を通過しようとする場合、先の通り、三雲から野洲川を渡

り水口に達し、今度は一転して水口から再び野洲川を渡り杣地域の在町の深川（現甲南）

までの迂回ルートを採ることになる。 

水口を経由する場合、架け橋の長い野洲川を二度も渡る必要がある。関西鉄道の路線建

設の目的は草津～四日市～名古屋間の旧東海道沿いを結ぶ幹線の位置づけであった。 

このように鉄道建設にかかわる技術、工費、そして工期などの観点から、一地域の中心

にすぎない水口を通過することが難しいと判断した関西鉄道側が水口ルートを外したと

見るのが妥当だと考えるのである。 

近江鉄道は水口丘陵を避けてでも当初の計画の関西鉄道の深川駅に至るには、路線が

重複することになるため、開業当時には設けられていなかった貴生川という新しい接続

地が設けられることになるのである。 

③土山が鉄道の煤煙によりお茶栽培に影響が出るために忌避したというのは本当か 

 鉄道敷設による煤煙による農作物の被害や生活の支障については特別に土山だけの地

域だけの問題ではなくどの地域の住民も危惧したはずである。しかし、茶所の静岡県では

この時期に東海道線の駅誘致に各地域できわめて積極的に行われたことが発表されてい

る。参考文献：大庭正八「明治中期の静岡県における東海道鉄道建設とそれに対する地域

社会の対応」（『地理学評論』67 巻 A12 号）。 その後、鉄道敷設が全国的に拡大したが

煤煙による農作物被害が報告された事例はなかった。 

 

③ 石部の鉄道忌避伝説の検証 

④ 旧東海道宿場町の石部では、明治 22 年に開業した草津—三雲間に唯一の駅とし

て石部駅が設けられたが、駅の位置が中心部から約 1.2 キロ離れているため、ここでも

後世の人たちには『鉄道忌避伝説』や当時の有力者が駅の誘致をおこなったとの話が根強

く伝わっている。 

 石部駅のこれらのことを検証する場合、次の 3 点を吟味しなけねばならない。 

⓵ 駅間距離 

〇草津—三雲間（１５．９キロ）石部の中心部に駅を設置 

草津—石部 10 キロ 

石部—三雲 5.9 キロ 

〇草津—三雲間（１５．９キロ）のなるべく中間点に駅を設置 

三雲—石部間 7.1 キロ 

石部—草津  8.8 キロ 

⓶ 石部の中心部の駅設置と天井川形態の落合川の勾配の関係 

 

⓷ 石部の有力者井上敬之助の駅の誘致があったのか 

井上敬之助（いのうえ けいのすけ、元治 2 年 3 月 18 日（1865 年 4 月 13 日） - 昭

和 2 年（1927 年）8 月 10 日）は、滋賀県会議長、衆議院議員を務めた明治・大正期

の政治家。滋賀県政の大御所として当時知事が二人いると言われた。  

生涯[編集] 

近江甲賀郡石部村（現滋賀県湖南市石部）に、石部宿本陣小島金左衛門の八男として生ま

れ、幼名を家之助と称した。明治 3 年（1870 年）5 歳に医師であり石灰製造所を経営

していた井上敬祐の養子となり、同 20 年（1887 年）22 歳には敬之助と改名した。 

明治 20 年（1887 年）大津自由党の創始者の一人酒井有の紹介で、自由党系の活動に

参加した、明治 23 年（1890 年）23 歳板垣退助が愛国公党を再興すると、井上は『特

に県下の青壮年層に呼びかけて同党の主義綱領を宣伝した』とされる。同年 7 月の第 1

回衆議院議員選挙では、滋賀県第 2 区（甲賀・栗太・野洲郡）において酒井有を擁立し

戦ったが落選した。 

 

⓸日野の鉄道忌避伝説 



 

  

「市街地近くに日野駅を」日野商人の先見性伝える 

旧家から発見の陳情書 出資者 13 人 近江鉄道に提出『毎日新聞』平成 26 年 5 月 28 日 

 近江鉄道は 1898（明治３１）年に彦根－愛知川間で開業。日野駅は鉄道の延伸に伴い、

1900（明治 33）年に設置された。  

 陳情書は、近江鉄道の発起人でもある日野商人の有力者・西村市良右衛門家に保管されて

いた。 

日野駅開業の 4 年前の 1896（明治２９）年に作成されており、西村市良右衛門家ら近江鉄

道への大口出資者 13 人が連名で、鉄道側に提出したとみられる。 

 内容は、鉄道開通を待ち望む気持ちを伝えたうえで、現在の日野駅がある場所に駅を建設

する動きがあることを憂慮し、駅を町中心部の近くに設置するよう求めている。 

 また当時の日野町について旅客の往来や貨物の集散がとても多く「小都会」のようだと紹

介。 

「是レ貴社収益上将来二於テ充分ノ御得策ナルノミナラズ、日野町及近傍村落ノ便益実二偉

大」と記し、駅を市街地近くに置くことが鉄道会社だけでなく日野町や近郊の村の住民にと

っても便利で都合がいいと強調している。 

 町の歴史に詳しい近江日野商人館の満田良順館長は、「町の人の多くは、商人たちが故意に

駅を市街地から遠ざけたと思っていただけに、興味深い資料。『鉄道が通れば火事になる』と

いう風評に惑わされず、鉄道と住民、双方の利益を訴える姿勢からは当時の商人たちの 

先見性がうかがえる。では『なぜ風評が信じられてきたのか』という新たなミステリーも呼

び起こした」と話している。 

 

 

９ なぜ鉄道忌避伝説が今も根強く残っているのかー鉄道忌避伝説の伝えられ方ー 

（１）根強く残る鉄道忌避伝説 

先の近江八幡や草津、水口に伝わる「鉄道忌避伝説」についての検証を行った結果、明治２

０年前後の住民による一丸となった「鉄道敷設に対する反対運動」は無かったと考えられる。 

にもかかわらず、そうした伝説がなぜ発生したのか、さらに当該地元のみならず、一般の

日本人の間に何の疑問もなく、いわば「常識」のようにいまもなお、広く、根強く伝承されて

いるのであろうか。その理由を模索することが「鉄道忌避伝説」の伝えられ方を知る上で必

要になるのである。 

 

（２）何気ない地元住民の言い伝えによる普及 

具体的な根拠のある史料が見当たらないまま当時の市街地と駅の位置の関係から後世の住

民が速断した「鉄道忌避伝説」がいつごろから地元住民の間に語られるようになったのか、

詳しいことはよくわからない。 

「鉄道忌避伝説」は、おそらく第二次世界大戦前から古老の話しとして伝言ゲームのよう

に水面下の流言飛語としてアイディアが広まってしまい、話を面白くするためになんとなく

造成（実態は「創作」に近い）され、言い伝えられてきたものが多いのではないかと思われ

る。 

（３）地方史誌の編纂ブームによる鉄道忌避伝説の普及—鉄道研究の関心の薄さ 

明治２０年前後に起きたと言われる鉄道忌避事象が伝説として全国の多くの地域に拡大し、

定着したのは〈第二次大戦後、とくに 1960 年代から 70 年代前半に至る高度経済成長期に

は、財政的な余裕のできた多くの市町村において、市町村史誌の編纂が行なわれ、その成果

が公刊された『新地理』 ５４－１ 地方史誌と学校教育における鉄道忌避伝説 青木栄一 

２００６（平成１８）年 3 頁〉ことと関係があるのではないかと言われている。 

市町村史誌、いわゆる「地方史誌」の執筆の中で、鉄道に関わる事項がどのように取り扱わ

れたかを見ると、第二次大戦前の「地方史誌」の中ではせいぜい鉄道路線や駅の開通年次、駅

乗降客の輸送統計などが記述された程度であった。 



戦後の「地方史誌」の編纂にあたっては、〈大規模な史料収集が進められ、これらの厳密な

分析と考察が行なわれた。例えば、地域内の行政文書や旧家に保存されていた古文書の発掘

と整理、これらを翻刻した資料集の公刊などが必ず行なわれるようになっている。また、自

治体側の権威付けの意味もあるが、中央の著名な歴史学者に監修ないし執筆を依頼し、歴史

学や地理学の専門研究者が執筆者として参入するようになって、地元の研究者と協力して地

方史誌の制作が行なわれたのであった『新地理』５４－１ 地方史誌と学校教育における鉄

道忌避伝説 青木栄一 ２００６（平成１８）年 3 頁〉。 

このような状況の中で、戦後の近代史の研究において、鉄道と地域の関わりが大きいこと

が見直され、鉄道関係の文書も発見されることもあり、「地方史誌」の中に鉄道に関する記述

も多くなったが、その執筆者の中に鉄道史の専門研究者が入ることはまれであった。 

1980 年代頃には、鉄道史研究も大きな進歩を遂げ、研究者数、発表論文数も増加したの

であるが、地方史関係の研究者にはもともと〈鉄道史への関心が薄く、その成果を取り入れ

る姿勢はほとんどなかったのであった『鉄道忌避伝説の謎』吉川弘文館 歴史文化ライブラ

リー２２２ 青木栄一 ２００６（平成１８）年 173 頁〉。 

〈日本には鉄道の知識に対する偏見があって、一般社会人が鉄道について関心を持つと、「乳

離れしない幼児みたいだ」とか、「よい大人が恥ずかしげもなく」『鉄道忌避伝説の謎』前掲書 

１２頁〉といったように〈鉄道は幼児や少年だけが持つ独特の関心、興味の対象と考える人

が多かった『鉄道忌避伝説の謎』前掲書１２頁〉ことが背景にあるのだろうか。 

そのため、鉄道の歴史や地理の分野は歴史学や歴史地理学者の研究対象外であって、それ

は閑人の余技あるいは趣味の対象であると考えられており、学問的な意義付けはきわめて浅

く鉄道の歴史や地理学が本格的に学問の対象になる環境には程遠いものであった。 

このような研究環境の中で、当時の「地方史誌」で執筆に当った鉄道史の専門ではない地

方史家、歴史学者、歴史地理学研究者たちの鉄道に関する専門知識は極めて乏しいといって

よく、その彼らの鉄道に関する記述には、慎重な姿勢もなく簡単に、気軽に書き飛ばしてい

くことになるのではないだろうか。 

１９８０年代以降現在までに日本各地の鉄道の歴史についての個別研究が進む中で、「鉄道

忌避伝説」については、多くの具体的な研究が積み重ねられ、研究者数、発表論文数も増加

し、その実態はかなり明らかにされてきた。そして、日本の鉄道史学研究者の間では「鉄道忌

避伝説」の大部分が虚像であることが次第に認識されようになったのである。 

しかし、これらの論文は数こそ多いが、決して多くの人々の目に触れるものではなかつた。

それらは専門の学会誌や、頒布範囲がきわめて限定される地方出版社の刊行、地方学会誌、

あるいは大学紀要などに掲載された研究論文で、鉄道史の専門研究者でない人がこういう論

文を読む機会はまずないといってよいであろう。 

「地方史誌」で鉄道関係の執筆に当った鉄道の専門ではない地方史家、歴史学者、歴史地理

学研究者たちが、「町の中心部と駅の位置が離れている」事実に対し、何ら立証もせずに、無

批判に従来の言い伝えを「通説」としてそのまま反復し、鉄道忌避伝説をあたかも実際にあ

ったかのように無責任に書き飛ばしてしまうことが多いのが現実であるといってよい。 

このように鉄道忌避伝説は地方史家、歴史学者や地理研究者の鉄道に関するきわめて乏し

い専門知識や研究成果の未消化の状態、環境の中で取り上げられてきたのである。 

 

（４）鉄道忌避伝説の再生産の図式 

『鉄道忌避伝説』については、同時代の基本史料による実態の解明、時代的背景の考察、地

形との関連を吟味し考察されねばならないが、もともと歴史学、歴史地理学の研究者は鉄道

の歴史には関心が薄く、鉄道史研究の世界で、鉄道忌避伝説の疑問や研究成果が提示されて

も、〈きわめて未消化の状態で『鉄道忌避伝説』が取り上げられ、多くの誤った記述をする事

態が次々と起こり、〈それが『鉄道忌避伝説』の母体となって増殖していく『鉄道忌避伝説の

謎』前掲書 ２０１頁〉ことになる。 

特に歴史学者は、鉄道建設に関わる土木技術や地形学そして地形図の読図の初歩的な知識

を欠いていたことも鉄道忌避伝説を「普及」させた大きな要因ではなかっただろうか。 

各地に残る「鉄道忌避伝説」もその実在を証明できるものはなく、〈当時の鉄道技術が現在

とは比べものにならないほど未熟であったことは想像に難くない『鉄道「歴史・地理」なるほ

ど探険ガイド』川島令三 ＰＨＰ研究所２００２（平成１４）年 223 頁〉ことから、実際

は、「急勾配を避けるため」「川に橋をかけるのが難しかったから」など、地形的、土木工事上

の技術的な面で路線ルートや駅の立地が決められたとする見方が最近は強まっており、合理

的に説明できるものが多く見られるのである。 

一般に鉄道側はどのような経過で駅の位置を選定したのかを示す史料を公的な史書に記載

していないので、後世の研究者は当時の地形図によって、市街地との位置関係、土地の自然

条件（とくに河川氾濫の常習地は避けられる）などを読み取ることが必要である。 

〈とくに地形を中心とする自然環境と鉄道との関連への考察不足が感じられた。自然条件や

技術レベルを考えず、すべての原因を人間の意思のせいにしてしまうのは歴史学における従

来の悪しき傾向である『文化情報学』駿河台大学文化情報学部紀要 第８巻第２号 鉄道忌

避伝説に対する疑問一補論 青木栄一 ２００１（平成１３）年 ４３頁〉といえる。 

これらの人々によって鉄道忌避伝説が「地方史誌」やそれ以外での著書や論文の形に書か

れ、いったん活字になって公刊されると、それがすでに証明された「歴史的な事実」となって

たちまち全国に広まり、〈全国の似たような事例が掘り起こされ、鉄道忌避伝説はますます再

生産され、多くの人々の常識となって信じられてゆく図式が想定できるのである『鉄道忌避

伝説の謎』 前掲書 ２１２頁〉。 

〈自治体が編纂した公的な地方史誌の類で、鉄道忌避伝説についの記述ほど餞舌で、話に尾



ひれを付けて脚色されたものは珍しい〉ほどである。 

 

（５） 合理的な理由付けとしての鉄道忌避伝説 

江戸時代に経済的に繁栄し、古い歴史を有する町で、幹線鉄道のルートや駅が〈さけるよ

うにして存在する場合『文化情報学』駿河台大学文化情報学部紀要 前掲書 37 頁〉、鉄道

がわが町を通らなかったのは、駅が町から余りにも離れたところに設置されたのはなぜなの

か、その合理的な理由付けを求める段階で、いろいろ探し当て、結果論的に鉄道忌避伝説を

作りだし、それらの地域で細々と伝承されてきたのではないだろうか。 

鉄道忌避伝説が、開業の比較的早い東海道鉄道（現・JR 東海道本線）や全国の幹線鉄道の

沿線に比較的多数分布し、同じ鉄道であっても地域社会との関係が密接な局地鉄道（現在の

私鉄にほぼ相当）には少ないこと、そしてそうした行動が城下町や宿場町のような伝統的格

式を重んじる町でとられたことを踏まえ、それらの集落の郷土意識と深くかかわることを考

える必要があるのではないだろうか。 

県下で今なお鉄道忌避伝説が伝えられている近江八幡、草津、水口とも歴史的に共通して

いることはそれぞれその地域での中心の町である。 

鉄道地理学、鉄道史研究の中川浩一氏は『茨城の民営鉄道史』上 筑波書林、１９８０（昭

和５５）年、３１～３２ページ）の中で「幹線鉄道が、町域をさけるようにして存在する場

合、そのよってきたる原因の裏づけを求める段階で、結果論的に鉄道忌避伝説を作りだした

とするほうが、適切と思われる事例が珍しくない」と述べている。 

また、交通地理学者の三木理史氏はかなり確信に迫った意見を述べられているので紹介し

ておこう。 

〈一地域の主邑を自他ともに認じてきた町にとって、幹線鉄道の路線から町の中心部から外

れたことは大きな屈辱であったはずである。しかし、大都市間直結を主な目的とする幹線鉄

道計画では、いくら旧城下町や宿場町であっても路線を大きく迂回させて、その都市に駅を

開設することができない。そのために市街地と中心駅が分離するような鉄道ルートが採られ

ることがあってもそれはやむ得なかったりまたは当然でもあったのである。ところが、一地

域の主邑を自他共に認じる集落ではそうした現実を是認できなかった。その結果、捏造され

たのが鉄道忌避伝説であったのではないだろうか『近・現代交通史調査ハンドブック』 三

木理史 古今書院 ２００４（平成１６）年 13 頁〉。 

瀬古龍雄氏は〈今後鉄道修史に志すものは、昭和５０（1975）年以前の市町村史、失礼だ

が主として郷土史家の伝説や推測による記述された内容には、かなり注意して引用を試みか

－と大きな危険を冒すことになることだけは事実である。－次文書の探究には限界があるこ

とは承知しているが、やはり敢然と取り組む姿勢が重要である〈『鉄道史学』第 12 号 鉄道

忌避伝説と地域社会—新潟県における実態—瀬古龍雄 鉄道史学会 １９９３（平成５）年 

17 頁〉とまで言い切っている。 

また、大島氏は〈鉄道を誘致した側の町を通った場合、通らなかった隣町には、僻みの要素

が作用した忌避伝説が生じる傾向が強い。聞き取りや史料調査に加えて、社会心理学や民俗

学的側面も視野に含めた事例調査も、今後の課題だと考える『高崎経済大学論集』 第５５

巻 第３号 わが国の幹線鉄道の建設と鉄道忌避に関する地理的考察 大島登志彦 ２０１

３（平成２５）年 １７５頁〉と指摘している。 

鉄道忌避伝説を科学的に、合理的に考察することが今後の鉄道史やその歴史地理学の研究

に強く要求されるのである。 

鉄道忌避伝説は、根拠のない噂や常識と思われていることなどに惑わされることなく、真

実を見つめようとすることの大切さを私たちに教えてくれているのではないだろうか。 

 

 

大津鉄道歴史研究会の日程 

大津市生涯学習センター 13：30～ 

２月２３日（土）、３月７日（木）、３月２３日（土）、4 月 13 日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 


