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「冬の高校スポーツ特集」
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クス陣のスピードのある多彩なプレー

金剛輪寺

●大津市園城寺町246●TEL：077‑522‑2238
●時間：23:30頃〜※希望者は22：30に観音堂前
に集合●鐘撞冥加料：2,000円(目玉餅・福守初火
など授与）
※当日受付可、
但し23：30以降は金堂
前で受付

●愛知郡秦荘町大字松尾寺874
●TEL：0749‑37‑3211
●時間：23:30〜※受付23:00
●料金：無料

がそのまま入った「大豆パン」はふんわ

百済寺

も量も大満足。

彦根城

●東近江市百済寺町323
●TEL：0749‑46‑1036
●時間：23:30〜※受付22：30〜22：45
●料金：無料
●備考：大根煮振る舞いはなくなり次第終了
懐中電灯持参・防寒対策を。

坂本政弥（3年/バックス・キャプテン）

回の目標は優勝！第1戦であたる修徳高
校は東京B代表の強豪校。攻撃的な面が
野洲高校と似ているが、負けない自信が

八幡工業高校

楠神順平(3年)

●全国大会への目標

平原研(3年)
この3人は岡山国体の優秀選手(全国で
30人選出)に選ばれた。

ある。一戦一戦着実に戦っていきたい。

前菜はフリッタータ（イタリアの玉子焼き）
・

三井寺

●注目の選手

青木孝太(3年/エースストライカー)

の白ワイン仕立てパスタ」をチョイス。

術の意思統一を図っていくことが重要。

上位を狙えるはず。

3年前は初出場でベスト8になった。今

辻良知（3年/バックス）

●彦根市金亀町1‑1●TEL：
（社）彦根観光協会
0749‑23‑0001●時間：22:30〜※先着順

西一馬（3年/フォワード・キャプテン）

長命寺

重田亮二（3年/フォワード）

●近江八幡市長命寺町157●TEL：0748‑33‑0031
●料金：無料

ローストポーク・きのこのマリネ・おぼ

●犬上郡甲良町大字池寺26
●TEL：0749‑38‑4008
●時間：23：40〜
●料金：無料

●キャプテンの一言

ろ豆腐のボルサミコソースかけ・サラダ
の 5 品。パスタは白身魚とブロッコリーに
トマトが入って、見た目も鮮やか。大豆

りやわらかくおいしい。デザートの豆乳
とカプチーノのパンナコッタに舌鼓。味

【初詣】

坂本政弥
（3年）

苗村神社

わらず実力が出せず、一回戦で涙をのん

ト8を超える

だ。花園に忘れてきたものを取り戻すた

こと。そして

●蒲生郡竜王町大字綾戸467●TEL：0748‑57‑0160
●時間：31日23：00〜
「楼門」
ライトアップ
23:30〜振る舞い甘酒
1月1日0：00〜歳旦祭 5:00〜祭
13:00〜新年祭

昨年は、強いチーム作りができたにも関

「八幡工らしいプレーをし、念願のベス

全員でパスをつないでクリエイティブな

●キャプテンの一言

めに、チーム一丸となってまず初戦、そ

優勝を目指し

多賀大社

サッカーを目指す！

金本竜市(3年)

して優勝という最大

ます！」

●犬上郡多賀町大字多賀604●TEL：0749‑48‑1101
●時間：1月1日0:00〜歳旦祭・ご神火の儀・初詣
3日11:00〜翁始式
1〜6日13:00〜賀状展

「攻撃面ではどこ

●チームカラー

にも負けない自信

個人技が優れ、スピードが武器の非常に
攻撃的なサッカーができるチーム。サッ
カーへの強い思いとプライドを持つ。
岡山国体では、滋賀選抜チームに野洲高
校から11人も選出され、３位という好成
績を残す。

今年は平均体重90kg

ねらう。走り負け

を超える力強い大型

ないよう全力を出

フォワードと、バッ

しきりたい」
金本竜市
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を重ねてきた。準決勝
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2‑1(対草津東)、決勝1‑
0( 対北大津 ) と接戦で
苦しみながらも結果を

山本監督
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西一馬

日吉大社

●チームカラー

面を強化し優勝を
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メンバー全員がこの大

坂本政弥

っていきたい。

がある。今後守備

（取材・鋒山）

●予選を戦った感想

（取材・竹末）

の目標に向けがんば

東谷監督

いた。メインに「白身魚とブロッコリー

のやるべきことと、チームとしての戦

一人ひとりの実力は高いので、十分に

●注目の選手
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西明寺

上に苦戦した。全国大会に向けて、個々

●全国大会への目標
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●大津市坂本5丁目1番1号●TEL：077‑578‑0009
●時間：1月1日0：00〜第一番祈祷初詣
5：00〜歳旦祭・大戸開 神事
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御上神社

●長浜市宮前町13番55号●TEL：0749‑62‑0481
●時間：1月1日0:00〜元旦祭
●備考：ちくわまきは2回※多数の福あたりがある

●野洲市三上838●TEL：077‑587‑0383
●時間：10:00〜歳旦祭●備考：1月1〜3日御神酒接待

白鬚神社
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兵主大社
●野洲市五条566●TEL：077‑589‑2072
●時間：0:00〜歳旦祭※1月1〜3日9：00〜16：00

長浜八幡宮

モノトーンの町家で
本格派 イタリアン
本格派イタリアン

「本物の味をリーズナブルに。そしてイタ
リアンらしいボリュームを大切にしてい
ます」と、店長の大岡さん。

大津市にある「Daizuya Cafe + Deli

ランチは週替

（ダイズヤカフェ プラス デリ）
」
。大豆を

わりでリピー

中心としたヘルシー料理が自慢のイタリ

ターを飽きさ

アンレストラン。

せない。

ǿ

築 100 年の町家を改装した店は、和と洋が

持ち帰りの「イ

うまく組み合わされたシックな雰囲気。

タリアンデリ

今回はランチセット（1,000 円）をいただ

カ」も好評。

۪อດ

（取材・大西）

Daizuya Cafe + Deli

●大津市中央2‑5‑18●TEL：077‑527‑6456●定休日：日・祝
●営業時間：ランチ 11：30〜14：00(L.O.13：30)
カフェ 14：00〜17：00
ディナー 17：00〜22：00(L.O.20：30)
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●高島市鵜川215●TEL：0740‑36‑1555
●時間：31〜1月5日湖中大鳥居ライトアップ
1月1日0：00〜授与式 7：00〜歳旦歳
8：00〜17：00一般祈祷

日牟礼八幡宮
●近江八幡市宮内町257●TEL：0748‑32‑3151
●時間：1月1日0：00〜新年報鼓、
振る舞い酒
6:00〜歳旦祭
2日10：00〜湯立て神楽
3日11：00〜御田祭

Happy Smile!
Happyޓ

太郎坊宮
●東近江市小脇町2247●TEL：0748‑23‑1341
●時間：1月1日0：00〜甘酒接待※1杯100円
5:00〜初詣歳旦祭
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近江パノラマ写真
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草津市にある県立琵琶湖博物館。
琵琶湖の歴史や動植物、
人と自然とのかかわりな
どについて学習できる博物館だ。
写真は
「C展示室」
の
「農村のくらし」
コーナー。
昭和
39年頃の農家が再現してあり、
当時の生活様式が学べる。
同博物館では現在、
「わくわく観光パスポート」
を利用して来館した人に、
職員手作
りのバッジとマグネットをプレゼント中。
※パスポートの購入はJR草津駅で可能。
詳細は
「滋賀ガイド」
（www.gaido.jp）
で。
お問い合わせ：滋賀県立琵琶湖博物館/077‑568‑4811

（撮影・北中）
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●大津市坂本本町4220●TEL：077‑578‑0001
●入山料：無料
（31日17：00〜1月1日8：00）
●幸先矢授与料：1,000円※幸先矢購入者
●備考：31日は比叡山・奥比叡ドライブウェイ終
夜営業。
鐘は5人で1回打つ予定

県予選ではプレーがかみ合わず予想以

に満足している。
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比叡山延暦寺

●予選を戦った感想

野洲高校
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日

【除夜の鐘】

が魅力。

出せた。内容と結果が両立できたこと

毎

（第3種郵便物認可）

（第3種郵便物認可）
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Daizuya
Cafe + Deli
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