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『一流選手を育てるとはどういうことか』
より転載

ミュージアム」と題して
子供たちを対象にさまざ
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ったかわいいお箸を持ち帰ること

し親子どんぶり｣。この親子どんぶ

ができる。この親子どんぶりは単

りはただの親子どんぶりではない。

品でも注文可能（850円）
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立甲南・守山・守山北各高校にて 33 年間高校教諭

シで煮込んだ地鶏と、地玉子を溶

ニューは豊富。夜
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ス代表監督としても活躍。2001年に日本サッカー協

いてつくったトロトロのあんがの

はお酒とともに本

っている。次々に口に運びたくな

格ぢどり料理が楽し
める。
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1948 年滋賀県生まれ。金沢大学教育学部卒業。県
を務める。また、1993年からU‑15・16・17日本ユー
会公認S級コーチライセンス取得。現在、滋賀県サ
ッカー協会副会長・技術委員長、滋賀県体育協会
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強化常任委員。びわこ成蹊スポーツ大学助教授。

（取材・川上）
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開催中
愛知川

トーリーテリング」な
どなど、どれも工夫を
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凝らしたものばかり。

（日）

12月12日までの毎週日曜日の開催だが、平日

11/13

の設定も可能。また子供の年齢や希望に応じ

（土）

て内容を変更するなど、臨機応変に対応して
もらえる。団体には無料の送迎バスを用意。
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電車を利用する

（火）

場合も運賃を一

11/14

部区間負担して
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約 、詳細は問い
合わせを！）
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率者を含めて入
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館料は無料なので、
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（日） ●場所：栗東芸術文化会館さきら 大ホール
●開演：14：30
（開場14：00）
●料金：全席自由 大人1,500円 小学生1,000円 小学生未満無料
●お問合せ：糸賀一雄記念賞第三回音楽祭実行委員会事務局
0748‑75‑8615
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可愛くも、
たくましい少年ラグビー

い と が かず お

11/23（祝）
24（水）

い と が かず お

栗

東

第8回 糸賀一雄記念賞関連事業

ᒲᩐდɁ̷ɋɁୈʅʩʔ˂ Ȫȟ
自閉症・発達障害の人たちへの支援ネットワーク
●場所：栗東芸術文化会館さきら
（23日/中ホール 24日/小ホール）
●時間：23日/9:20〜16:45 24日/9:30〜16:45
●参加費：2,000円 ※2日間通しの料金
●備考：駐車場有※駐車券を受付まで持参すると駐車料金無料
●お問合せ・お申込み：滋賀県自閉症・発達障害支援センターいぶき
担当・高松/0749‑65‑2191

■イベント情報は変更される場合があります。
ご了承下さい
■価格は全て税込みです
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（取材・鋒山）
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備されている。いずれも登山口から山頂まで約40分。写真中央、左右に輝いて見
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えるのは野洲川。それに交差して走るのは国道 8 号線。撮影日は天候に恵まれ、遠
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く琵琶湖や比良の山々が見えた（写真右奥）
。
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かみじんじゃ

上神社側から表登山道と裏登山道の 2 ルート、近江富士花緑公園側から１ルート整

（撮影・越智）
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でわくわく体験しよう！

み

りょうせん

三上山は標高 432 ｍ、別名近江富士と呼ばれる稜線の美しい山。山頂までは、御
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長

昨年は、
八幡工 VS 膳所の
決勝で、
八幡工が勝利

などをしていた。美術館
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ᜏ
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津

小学生から社会人までの4試合が行われるが、
メインは全国高校ラグビーの決勝戦。
花園
への切符をつかみ取るのはどのチームか！
●場所：皇子山陸上競技場
●時間：10：30〜15：30
（高校決勝は14：05〜）
●観戦料：無料
●備考：高校ラグビー決勝の模様は
びわ湖放送でも中継されます。
●お問合せ：メールで●éîæïÀòõçâùóèéçá®êð
ᝊȪȢɂǾʥ˂ʪʤ˂ʂȺ
èôôðº¯¯÷÷÷®òõçâùóèéçá®êð¯

げんきゅうえん

名勝・玄宮園で夜の紅葉を楽しむライトアップイベント！
昼とは違った情緒が楽しめます。
●場所：玄宮園●時間：18:00〜21:00(入場は20:30まで)
●入場料：大人500円 小中学生200円
●お問合せ：
（社）
彦根観光協会/0749‑23‑0001

大

ቼµو໗៹ᅇʳɺʝ˂ᇞ
（全国高校ラグビー大会・県予選決勝）

をスケッチ、館内の見学

野洲市
三上山山頂付近

ᦫࢷ
みか み や ま
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根

●場所：長浜文化芸術会館
●開演：14：00
（開場13：30）
●入場料：500円
●お問合せ：長浜文化芸術会館/0749‑63‑7400

していた。レクチャーホールでビデオ鑑賞の

ᚔ

●彦根市本町１丁目11‑17●TEL：0749‑24‑7416
●定休日：火曜日●駐車場：四番町スクエア駐車場を利用
●営業時間：ランチ11：30〜14:30
ディナー18：00〜22：00
（オーダーストップ）
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き ん しゅう

彦

●場所：水のめぐみ館 アクア琵琶 1階エントランスホール
●時間：14:00〜16：00●参加費：無料
●備考：材料支給します 予約・申込不要
●お問合せ：水のめぐみ館 アクア琵琶/077‑546‑7348
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学芸部

教育担当

甲賀市信楽町桃谷300
TEL：0748‑82‑3411
FAX：0748‑82‑3414
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炭火ぢどりもも焼
博多中洲
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後、各々が好きな美術品
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毛糸で編んだごちそうです。
たんとめしあがれ！
●時間：10：00〜18：00●場所：愛知川町びんてまりの館
●入場料：無料●休館日：月・火曜日
●お問合せ：愛知川町びんてまりの館/0749‑42‑4114

（日） いろいろな形の木に素敵な絵を描いてみましょう！
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くわくミュージアム」
、美術品にまつわる物語
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ふっくらとした黒豆がたっぷり入っ
た食べ応えのあるパン。豆の食感と
甘みがＧＯＯＤ！
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とした塗り絵やパズル、紙芝居などを楽しむ「わ

音を交えて聞ける「ス
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ふわっとした生地にカスタードクリームをサンド。ちょ
っぴりビターなチョコでコーティング。上にのったそぼ
ろがアクセント。
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て説明してくれる「館内ツアー」
、親子を対象

取材日は小学4年生の団体が社会見学で来館
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生地に練りこんだマロンペースト
のほのかな甘みがおいしい。ゴマ
たっぷり。
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プログラムの内容は、解説員が美術品につい
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学校や子供会関係者などにはうれしい限り。
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施している（12月12日ま
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まな教育プログラムを実

甲賀市信楽町・
﹁ミホミュージアム﹂

ぢどりを存分に味わえる
薩摩地鶏の専門店
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ミホミュージアムでわくわく体験しよう！

海外遠征が選手の発想を自由にする
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パンの中にうぐいすアンがたっぷり練
りこまれています。マーブル模様の緑
が綺麗！
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