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ɜɢʖɬȗشՂɿɦɒɜȾᏆǽȜǖײ

1971 年滋賀県生まれ。近
畿大学卒業。三菱石油（現

センスあふれる
極上パスタ
大人の時間と
食を堪能

新日本石油）東京支店勤務。

னᩂкȖȵǰȐȓȮȔǰǲǗफֲ

25 歳で滋賀県に戻り、豊

ȮඵǷȵɢɇʇ̘ȰጴฆȖȕȓǸ

郷町にある実家のガソリ
ンスタンド油藤（あぶら

ȸȷǿȔȗ২ȸȒǰȷȋȭǖሟǹᎲȚ

とう）商事を継ぐ。リサ

ੑǰȗ੬ǸȖǷȏȋǗ
ǠǰȐȓȮشՂȃ

イクル活動が評価され、通商産業省資源エネルギー
庁長官賞、グリーン購入ネットワーク第４回グリー

ȒȮȵǴȷǡ
ǠफֲȚߒॅǸᓒǰǡȔǖ

ン購入大賞などを受賞。現在、油藤商事専務取締役。
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楽しく勉強しちゃおう
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滋賀
銀行
銀座

MILKHOUSE

ＪＲ
琵琶
湖線

●彦根市京町3‑5‑46●TEL：0749‑22‑1676●定休日：水曜
●営業時間：ランチタイム11：30〜14：00
（L.O）
ディナー
18：00〜21：00
（L.O）

アルプラザ

近江
鉄道
本線

MILKHOUSE

京町
城東小学校

外町
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夏休み宿題相談コーナー
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8/31
（水）

●場所：水のめぐみ館 アクア琵琶
〒520‑2279 大津市黒津4丁目2番2号
●時間：9：00〜17：00●入館料：無料
●休館日：毎週火曜日
（火曜日祝日の場合は翌日）
●お問い合わせ：水のめぐみ館 アクア琵琶
077‑546‑7348
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（水）

ͩȏȒȫȴǲǗ

●場所：河辺いきものの森
〒527‑0003 東近江市建部北町531
●時間：8/3
（水）
・8/17
（水）9：00〜11：30
●料金：500円
（保険料含む）
●対象：小学校3年生以上
（両日とも参加できるかた）
●休館日：毎週月曜日
（月曜日祝日の場合は翌日）
●お問い合わせ：河辺いきものの森/0748‑20‑5211

²¾¾ºyyÁÁÁx¬³Á«µ¹µ«½¯¸x±¹x´ºy¿¼¼¯¸¾y¬³
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草 津 紙すきをしよう
8/13（土）
27（土） ఋ౼ჽȖጐȅǹ͢ᮣǸѷనȪȅǗጐȚ˖ज़វȰ

ȉȚගՙȚȁȗȐǰȒȮૄȏȒȫȪȃȳǲᶖ

●場所：琵琶湖博物館
〒525‑0001 草津市下物町1091
●時間：13：30〜15：00
（予約があれば20：00）
●入館料：大人600円 高校生・大学生400円 小・中
学生250円●対象：小学4年生以上
●備考：開催日の10日前まで往復はがきで申込み
●休館日：毎週月曜日
（月曜日祝日の場合は翌日）
※8月の休館日は8/8(月）
のみ
●お問い合わせ：滋賀県立琵琶湖博物館
077‑568‑4811

竹をつかって工作しよう！

8/4（木）
19（金） ቕȾѾȏȒǖҪȏȒǖǽȆȏȒǖᓔǙȖͩ֫ȾȐǻ
ȹǲǗ

●場所：同上●時間：8/4
（木）
・8/19
（金）9：00〜11：30
●料金：同上●対象：小学校3年生以上
●休館日：同上●お問い合わせ：同上

ᶮզ˔
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"川の聴診器で水音体験＆水質測定体験"

●場所：ウォーターステーション琵琶
〒520‑2279 大津市黒津四丁目2‑2
●時間：9：00〜17：00
（予約があれば20：00）
●入館料：無料●備考：小学3年生以下は保護者同伴
●休館日：毎週火曜日
（火曜日祝日の場合は翌日）
●お問い合わせ：ウォーターステーション琵琶
077‑536‑3520

東近江 草や木を押し葉にしよう！
8/3（水）
ᔛȰఈȾᒞѽȓȔȏȒǖ
ȥȒǖ
ǹȸǰȖഴఋȾ
17（水）
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東近江
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開催中
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自然だいすきコース
「探険しよう夜の森」

ɮʽʉ˂ʗʍʒ

●場所：栗東自然観察の森
〒520−3015 栗東市安養寺178−2
●時間：18：30〜21：00●入館料：無料
●備考：小学3年生以下は保護者同伴
●休館日：毎週火曜日
（火曜日祝日の場合は翌日）
●お問い合わせ：栗東自然観察の森
077‑554‑1313
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彦根東高校

ɮʉʴɬ୳ျᴣ٥˹୳ျᴣʹɮʽ

ʳʽʋʉɮʪɶɮʓɁੵሟɂȦȴɜȞɜ

彦根
市役所

彦根駅

彦根城

ʏɦɚʈɫʁɫȚɴɜɢǡ

東

ȧา୫ɂȝȗȪȗɶɮʓȺᴞ

ɞʂǸࢦᘂǷȵᘂȗۜȻȷᏥӳȾȫȐǽȴǲǗ
ȉȃȒǖ
ۧȚೄȚ˥ȾǰȒȫȴǲᶖ

ạ̊́ȮǮȶǖǶࢲȗȔȏȒȮ៓۔Ύᣥȗ

ǲǶޡഝȚΝᬱȾ۪Ѿȗȃȋǰǡ

（取材・佐藤）

チーズケーキ

夏の星空観察

●場所：みなくち子どもの森自然館
〒528‑0051 甲賀市水口町北内貴10
●時間：19：30〜21：00●申込み期間：8/4(木)まで
●入館料：大人200円 小・中学生100円
（公園内は無料）
●休館日：毎週月曜日
（月曜日祝日の場合は翌日）
●お問い合わせ：みなくち子どもの森自然館
0748‑63‑6712
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۳͡ɒ෩थʃɻʍʋ႕ɽʽɹ˂ʵ

夏休みの思い出に、
瀬田川の水辺の風景やビワズ君の絵を描いて
みませんか？道具を用意してお待ちしております！
●場所：水のめぐみ館 アクア琵琶
●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/077‑546‑7348
志

賀

都

津
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ᔯแࢍ̷൏ࢍផ࣋ ቼ´و
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 ॷܯéî ూᣋ ᬩഒȻॷᝬɁ۵Ɍ
ॷܯʷʍɹʳɮʠᴣॷܯᄍ࿎

出演：第一部/妖怪ロックライブ/音鬼草子/タロザ
英☆康作/妖怪プロジェクト
第二部/妖怪百物語/山口敏太郎/ファンキー中村
●場所：文化交流施設風物時代館太子ホール
●開演：12:50
（12：00開場）
●料金：500円
●お問い合わせ：文化交流施設風物時代館太子ホール/0748‑25‑2805

ɬʽʛʽʨʽȻɗȽȮȲȞȪࠕ
ɒɦȽܧ۾Ƞɬʽʛʽʨʽᴞ

アンパンマンのアクリル絵画、
絵本原画を中心にや
なせ氏がこれまで描いてきたさまざまな作品の原
画や詩などを一堂に公開！
●場所：美術館
「えき」KYOTO
●時間：10：00〜20：00
（8/23は17：00まで）
●料金：一般
（高校生以下）
600円 小中学生400円
親子チケット800円 小学生未満は無料
●お問い合わせ：美術館
「えき」
KYOTO
075‑352‑1111
（ジェイアール京都伊勢丹 大代表）

草

●場所：草津市人権センターぴーぷる 2F 大会議室●時間：13：00〜14：30
●お問い合わせ：草津市人権センターぴーぷる/077‑563‑1177

๊ȞȬʲʁ ᜔ɟɞʲʁ ᐱȞȬʲʁ

比良の山々とびわ湖に囲まれたこの地でヨシと触れ合い、
学び、
楽
しむ作品展、
紙すき体験、
講演、
ヨシ笛&コカリナコンサート、
陶芸
体験等、
盛りだくさん！
●場所：るーむ ●時間：10：00〜18：00●料金：無料
（体験などは有料）
●お問い合わせ：喫茶＆ギャラリー るーむ
/077‑594‑3873
京

7/30
（土）

8/7
（日）

守

山

ӅيȰȻɃȦɑȴ࿑ҝуȈ¶ఌ²°ஓǾɟǾɎȲɞᓋșஓȾȉ

劇団そとばこまちによる一度限りの特別公演！
「ほたる」
や
「いかだ」
など、
守山の魅力がいっぱい詰まった演劇！
●場所：守山市民ホール 大ホール●開演：15：00
（14：00開場）
●料金：無料
（入場整理券必要）
●お問い合わせ：
（社）
守山青年会議所事務局
077‑582‑5168
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文化交流施設風物時代館太子ホール
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うさぎ
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（茶）オス ５ヶ月
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Happy
Smile!

ቼ²´وๅࡺї᪙͢۾
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パインの果肉入り。甘すぎず、あと味す
っきり懐かしい味。
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çáéäï®êð¯°µµ°

血糖値の上昇を抑制する働きがあるアオ
バナ粉末入り。健康ブームで大ヒット！
²µ°яᴥʩʕʇʟʒ±µ°яᴦ

敷地内で平飼いしているにわとりの新鮮
な卵を使用。濃厚な味わい。
²¸°я

備長炭とペパーミントの異色コンビジェ
ラート。爽やかで飽きのこない味。
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µጸ±°ջറʡʶʆʽʒ
（社）守山青年会議所事務局
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