日

新

聞

ǿ

Ȍ˹ȍ ෦ၺjݶ˰צȁȿ

࢜Ɉ

ႎ ފ̄Ȩɦ
生まれ。昭和47年池

ȉȃȒǖȔǲȔǲʄʛɎʛțۭȚཾȗ౻

田義昭氏と結婚。永

៎ǽȃǖᄩ៓ȾՖȃȒǻȸȋȚȓǮȏȋǗ

製造販売を開始。平

ʎɫȗȃȳǲǷᶳǮȸǿȸᏺǴȒǰȷǲȍ

ゃくなどを味わい、

ȋʄɮʈʛǸ឴Ǘ
ɍʛɭʛțޓᗡঃȁȿǗ
Ǡϓ
ࢼ᭑ఛ˥ऽȚɎɸɊȾᨾ

しょう ぶ

ȗǖɮʈʛʋʛɒȗǰȋᨷၾǷȵǠɅʄʍ

菖蒲入りの足湯で、

ɎȓțʐʛɸɄɦɫᶝ͞ᑑᐵᶞȚɅɇɜɒ

心身ともにリラック

ʍʛʃǸู۪ᙼȓǖɇɢʍɅʖɛɊʌʛɫ

スしてみたい。

ǸȞȏȝȶȌǿȌǡȔǰǲণڔǸЪȏȋǗ

ຯߑȚᨸҜȓၳ֫Ⱦᄩ۔ȅȷᜭȫțට

ᇥțȅǼȁȪǿȸȌᶖȔज़ǰǖ
ǠྐྵڕȚྴ

्ȖǸȵ۱ȌȏȋǗȃǷȃǖȉȸȖȶȗ

˿ȾȋȏȣȶʹȏȋɛɊʌʛɫȾ៓۔ȃȴ

ిțǮȏȋǗ
ǠȕȿȖࢲǸᎊᄝȅȷȚǷǡ

ǲᶖǡȔ෮ऽȃȋǗȃǷȃǖу᪅ȌȏȋǗ

ǠȕȿȖ֫ǸంȪȸȒǰȷȚǷǡǸȏ
ȋȌǽȓȮᓒǷȏȋǗ

ࢶǸ͞ǻǖǮȏȁȶ֊ȚȋȭǠޓȏȩǰǡ

ޫȾᣞǖ࢟ᇧȗɍʛ

ǶޡȁȿȚےȓˎ႙ԝឺȗටȏȋȚțǠ

ȔǰǲԝឺǸࣼǷȏȋǷȵȓǮȷǗȪȋǖ

ごして下さい」と駅

こ しょう い

と胡椒容れのミュー
高島市にある「道の駅・しんあさひ
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大

津

ၥہఌᩖˁ٠ᆂད᩻ඨఌᩖʛʗʵࠕ

環境月間・土砂災害防止月間に関連したパネル展示。
同時展示：洗堰フォトグラフィー
●場所：水のめぐみ館 アクア琵琶 3階展示室
●時間：9：00〜17：00●料金：無料
●お問い合わせ：水のめぐみ館 アクア琵琶/077‑546‑7349
大

津

ᏩᚓɁ²°˰ˢៈȞȽɞ᚜း

日本画・洋画・工芸・現代美術など幅広いジャ
ンルとユニークな見地から、
複数の学芸員が
それぞれのコーナーを担当するかたちで20
世紀美術のポイントをさぐる。
●場所：滋賀県立近代美術館
●時間：9：30〜17：00
（入館16：30）
●料金：前売：一般700円 高大生500円 小中生350円
当日：一般900円 高大生650円 小中生450円
●お問い合わせ：滋賀県立近代美術館/077‑543‑2111
八日市

ࠞటˁࠞႎɽʽɿ˂ʒ

ȦɁ٥္ɁȿȢɕɝɁᬩ

（土） 出演：ロビン・ロイド＆近藤ヒロミ
●場所：ティースペース茶楽（0748‑32‑8885）●開演：19：00（開場18：30）
●料金：前売2,000円 当日2,300円
（※ドリンクは別料金）
●お問い合わせ：上田ゆき
（14：00〜20：00）
/090‑1679‑1504

ǿȕȮȚؽ

6/18

草津市
市立水生植物公園みずの森

近江八幡

（土）

ᕻᐐȟɞȈఖಐࢃᇋ͢ȉɥȼșႆȠɞᴞᴞ
ᵻ²±˰ɁȻᇋ͢Ɂݎᵻ

講師：東京学芸大学教授・山田昌弘さん
●場所：滋賀県立男女共同参画センター 大ホール
（受付13：00〜）
●料金：無料●定員：先着400名
●時間：13：30〜
●申込方法：当日まで申込み可能ですが、
電話・FAX・E-mail
にて早めに申込み下さい。
●備考：無料託児あり
（2日前まで要予約）
・手話通訳あり
●お問い合わせ：滋賀県立男女共同参画センター G-NETしが
TEL：0748-37-3751 FAX：0748-37-5770

草津市にある水生植物公園みずの森。ロータス館にあるアトリウムでは、色とりどり
一歩足を踏み入れると湿気を含んだ空気が全身を覆い、熱帯に来たような感覚。
花は午前中が見頃。ぜひ早めに出かけよう。入館は午前 9 時から。
ȝץȗնɢȮᴷ°··µ¶¸²³³²
（撮影・北中）

ᣋʛʘʳʨќᅊɂȦȴɜȞɜ çáéäï®êð¯°´¹¶
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東浅井
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（土） 滋賀県出身のアーティスト、池崎浩士の
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ᒲᛏʙ˂ʠʐɭ˂ʡʶʆʽʒ

蓮如の時代から石山合戦にいたる近江湖南
の真宗文化を紹介します。
同時開催：テーマ
展
「近江の彫刻−神とまじわるほとけたち−」
。
6/18
（土）
に歴史フォーラム
「地域で守り伝え
る文化財」
を行います。
●場所：栗東歴史民俗博物館
●時間：9：30〜17：00
（入館16：30）
●料金：一般200円(150円)高大生 150円(100円)
小中生100円(50円)
※( )内は20名以上の団体割引料金
●お問い合わせ：栗東歴史民俗博物館/077‑554‑2733

近江八幡

38

ޓ
ࡦ

の熱帯スイレンが年中鑑賞できる。
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ɋɰɍɜ

道の駅
しんあさひ風車村

ʐ˂ʨࠕȈᣋɁधҩȉ

（土）

Ӵႋ

ᒠᢷᒷݶ
୭

東

出演：山本コウタロー＆山田パンダ
（15：00 開場）
●八日市文化芸術会館 大ホール●開演：16：00
●料金：前売：大人3,500円 子供・障害者3,000円
当日：大人4,000円 子供・障害者3,500円
●お問い合わせ：第2あゆみ
（仮称）
施設づくり支援
山本・山田コンサート実行委員会事務局
0748‑23‑6483

୫அ

୫ࢣ፣

（取材・佐藤）

Îáôõòáì ËéôãèåîȈÃõòå§ìȉ
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（取材・前川）

道の駅しんあさひ風車村
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開催中

ဳဴພ

ɺʏʛɫȚ˔ȗțǖᓔȕȶ឴Ƿ

6/30

●開催日：6/11(土)・12(日)・18(土)・19(日)
●内容：滋賀羽二重もちつき大会を開催
●その他：お茶席・押し花・ハーブ教室
ドライフラワー製作体験など

ᯆࠬࡹचੀ

ؒȭȜؒȬȧȕǲȪȫǸࢫǸȷǗ̱ȗ

ESE

（木）

イベント

୫அ

֫ᄧ᭑ȥȴǲʌʖɤǡ
ᶝ{vzzлᶞ
Ǘ

R

開催中

●開園期間：6/30（木）まで
●開園時間：9：00〜18：00（入園は17：00）
●入園料：大人500円 小人250円
団体（20名以上）大人450円 小人200円
団体（50名以上）大人400円

もう1つの見所が「塩

Ǹ˫ูȾȃȒ

ʖɬǗɶɢʂʖǖʂɰʌʎȋȏȣȶȓǖ

花しょうぶまつり

長の上原さん。
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̪شǰȋȌǰȋȚțǖ
Ǡˎ }z
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豊かなひとときを過
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菖蒲を鑑賞し、情緒

ȾһǴȖǻȒȮȅǼ᭑ȥȵȸȷȮȚǡȔǰ

ɺʖȁȇȋǗ

●東近江市五個荘木流町535‑1
●TEL/FAX：0748‑48‑5702●水曜定休・祝日の翌日休み
●営業時間：平日 11:00〜21:00
（L.O.20：00）
土日祝11：00〜18：00
（18：00以降は6名以上で予約したお客様のみ営業）

しょう ぶ

ɅɇɜɒʍʛʃȚ˥ȓȮɛɊʌʛɫțᅦ

ǹȋǰǡȔǖᒞސȚՍ

ʔʋʯʳʵɷʍʋʽ ɷʯʶʵ

「食事をしながら花

●開 館：10：00 〜17：00(入館 16：30）
●休館日：火曜日
●入館料：大人300 円 小中学生150 円
●お問い合わせ：0740‑25‑5306

T

た鮎、豆腐、こんに

6/26
（日）
N
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栗
開催中

塩と胡椒容れの美術館

ᶾ᷆ພᛠ፣

ɁȼȞȽȺ֞ɢșʢʵʁ᷐ʫʕ᷐᷋

ɻʎɚʛጔఛȗǿȌȻȏ

̤̥̫́τϋΘȜ
̤̥́ ̫  τ ϋ ΘȜ

「花しょうぶまつり」開催中！
「塩と胡椒容れのミュージアム」も楽しい

9 年、ジェラートの

直販の失敗―牛乳加工の決意
―単身イタリアに

̾toᩖiն4ᴞ

高島市新旭町
道の駅・しんあさひ風車村
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される。地元で採れ

成15年、農家レストラン「香想庵」を開店。
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こうそうあん

Ǡ¿¼¯ª¶ᶝɭɤʈʌʎɐɦ

Ǯ
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場を引き継ぐ。平成
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ȁȸȒǰȖǷȏȋȚȓǮȷǗۭțͣࢶȮ

昭和24年、永源寺町

源寺町にある池田牧

మᢷࡹ̍ኅᔠȚᩀȖ᪫

৽

日

滋賀ライブ。
持ち前の歌唱力とバイタリ
ティで今後の活躍が期待される！
●場所：リュートプラザ
●開演：18：30
（開場18：00）
●入場料：前売1,000円 当日1,500円
●お問い合わせ：リュートプラザ/0749‑72‑5257

←ȈᝣᐐʡʶʆʽʒȕɝȉȝᅺɜȮʨ˂ɹ ᝊጯɂʡʶʆʽʒɽ˂ʔ˂Ⱦᵄᵌᴞ
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■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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