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おでかけカレおでかけカレンダーおでかけカレンダー
今から間に合う！

www.gaido.jp/0007■イベント情報は変更される場合があります ■価格は全て税込みです
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名前、郵便番号・住所、電話番号、オススメのお

店・施設、ご意見、ご感想を明記の上、ペットの写

真（Ｌサイズ以上）とペットの名前・プロフィール、ア

ピール文、飼い主名

をお送りください。
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庄堺公園の
バラが見ごろ

彦根市

炭、道具をセットにした日帰りＢＢＱプランの料金は2100

～3600円。食材を持ち込めるプランもある。利用時間は

10～15時と16～20時の２部制。前日正午までに予約が必

要。詳しくは直接、電話等で問い合わせてほしい。（取材・福本）

長浜市にある黒壁美術館で今、江戸切子作家、南

端久司さんの作品展「粋の器」が開かれている。

６月26日まで。

江戸切子は江戸時代後期に始まり

（近代的な彫刻技法が導入された

のは明治初期）、ガラスの表面に

カットされた模様がその角度に

よってさまざまに変化し、見る人を

楽しませる。

南端さんは江戸切子の「現代の名工」として、黄綬褒章を始め

数々の賞に輝いている。関西での個展は今回が初めて。代表作50点あまりが

展示されている（作品は購入することも可）。

「東京の工房では体験教室も開いています。少し遠い

ですが、ご縁ですからぜひ、遊びにきてください」と、

南端さん。キラキラ輝

く江戸切子と、南端さ

んの笑顔がとてもさわ

やかだった。（取材・前川）

P
プレゼント

詳しくは www.gaido.jp/spo

休暇村近江八幡のキャンプ場にバーベキューエリアがオー

プン。３年前から環境保全などを理由に湖畔でのバーベ

キューが全面禁止されていたが、利用者からの要望が多

いため、このほど山側のキャンプ場にバーベキューエリア

を新設した。

「バーベキューセットの食材に

は、地元産の新鮮な肉や野菜

を用意しました」と休暇村近江

八幡の山本豊さん。

イス・テーブル・炉が完備され

たサイトが10基あり、食材、

スプリングフェスタ イン みずの森 2012 さつき展草　津

ピンクや白など、色とりどりのさつき鉢物を多数展示

●場所：草津市立水生植物公園みずの森（草津市下物町１０９１）

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）　※最終日の展示は１６：３０で終了

●休館日：月曜日　※休日の場合、翌平日　●料金：大人３００円　高大生２５０円　小中生１５０円

●問い合わせ：草津市立水生植物公園みずの森/０７７‐５６８‐２３３２　

【コース】Ａ：公園近隣ハイキング（約8㌔、チャレンジ中級コース）

　　　　Ｂ：公園内ファミリーウオーキング（約10㌔、ゆったり初級コース）

●集合・解散場所：東ゲート・希望が丘 青年の城前（蒲生郡竜王町薬師１１７８）

●時間：９：００～１５：３０　※小雨決行。実施の確認は７：３０以降に電話

●料金：２００円（当日支払）※駐車場利用の場合は要駐車料金（普通車５００円）

●定員：１００人（先着順）※小学生は要保護者同伴

●申し込み方法：「コース名・住所・氏名・年齢・電話番号・ＦＡＸ番号」を明記のうえ
　　　　　　　　　　　　　　　往復ハガキ、ＦＡＸ、メールのいずれかで下記まで。６/１４（木）申し込み締め切り

●申し込み　　：
　　問い合わせ

6/5
（火）
▼
6/10
（日）

開催中
▼
6/10
（日）

6/17
（日）

ワールド・ミュージック・トリップvol.6 

ハーモニカ・カルテット
「スヴェング」

彦　根

ハーモニカだけで奏でるスゴイ4人組(カルテッ

ト)がフィンランドからやってくる!!

【曲目（予定）】ハイドゥーカ、おばあちゃんのタンゴ

　　　　　　英雄ポロネーズ、ハウルの動く城　ほか

●場所：ひこね市文化プラザ　グランドホール（彦根市野瀬町１８７‐４）

●開演：１５：００（開場１４：００）　●料金：一般３,９００円（全席指定）

●備考：託児サービスあり（６カ月以上の子ども、１人１,０００円）　※６/６（水）申し込み締め切り

●問い合わせ：ひこね市文化プラザチケットセンター/０７４９‐２７‐５２００（９：００～１９：００、月曜休館）

6/16
（土）

かまどめしを炊こう!!栗　東

敷地内に移築された旧中島家住宅のかまどを使ってご飯

を炊き、みそ汁を作り、昔ながらの本膳で食体験を行う

●場所：栗東歴史民俗博物館敷地内　旧中島家住宅
　　　　　　（栗東市小野２２３‐８）

●時間：１０：００～１４：００（終了時間は前後する場合あり）

●料金：参加費１００円、米１合持参　●対象：どなたでも　※小学生以下は、要保護者同伴

●定員：２０人　●申し込み方法：６/６（木）までに電話で　※申し込み多数の場合、抽選

●問い合わせ：栗東歴史民俗博物館/０７７‐５５４‐２７３３

6/16
（土）

6/10
（日）

希望が丘を歩こう ―ハイキング＆ウオーキング―野　洲

『平家物語』に登場する白拍子「祇王（妓王）」の故郷・野洲で、妓王寺、

祇王井の歴史や伝説をはじめ、平家物語ゆかりの地を紹介する

●場所：銅鐸博物館（野洲市歴史民俗博物館）　２階企画展示室
　　　　　　　（野洲市辻町５７‐１）

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで） ●休館日：月曜日

●料金：大人２００円　高大生１５０円　小中生１００円
　　　　　　　※野洲市民は入館無料

●問い合わせ：銅鐸博物館（野洲市歴史民俗博物館）
　　　　　　　　　　　　　０７７‐５８７‐４４１０　

平家物語と祇王 ―妓王寺と祇王井―
ぎ おう ぎ おう いき おう じ

野　洲

県内最大のパイプオルガンの音色を堪能する

【出演】城奈緒美（安土文芸セミナリヨ専属オルガニスト）

●場所：文芸セミナリヨ（近江八幡市安土町桑実寺７７７）

●開演：１４：００（開場１３：３０）

●料金：１,５００円（全席自由）　●問い合わせ：安土町文芸の郷振興事業団/０７４８‐４６‐６５０７

城奈緒美パイプオルガンリサイタル
音楽が表現する世界～地・空気・水・炎～

近江八幡

「日本料理ひなどり」は、近江

鉄道八日市駅から徒歩１分

の便利なところにあり、モダ

ンな建築が人目を引く。

今年で16年目になるというこ

の店。店内は落ち着いた雰

囲気で「丼もの」から本格的

な日本料理まで食べさせてく

れる。今回紹介するのは

　【親子丼】（840円）
　・親子丼　・みそ汁　・漬物

丼には卵が２個も使われており、ボ

リューム満点。食感はトロトロ。軟らか

く煮込まれた鶏肉の煮汁もご飯とよくな

じみ、おいしい。

「地産地消をモットーに食材を選んでい

ます。ブランドにこだわらず自分の舌で

確かめ、おいしい

ものを使うようにし

ています」と店主の

吉田英昭さん。

このほか、「天丼」 有効期限 2012/6/30まで

Oh!Me1枚つき3人まで有効
※夜の部（17：00～）に限る

Oh!Me持参で食事された方
読者プレゼント

ソフトドリンク
プレゼント

●東近江市八日市浜野町２-２４ 　●ＴＥＬ：０７４８‐２２‐０２５６

●定休日：不定休　※６月は無休　●駐車場：５台

●時間：ランチ　１１：００～１４：００（Ｌ.Ｏ.１３：３０）　
　　　　　　　　　　　　　 １７：００～２１：００（Ｌ.Ｏ.２０：３０）

　　　　　　　※ランチ時は、丼物が売り切れる場合あり

※価格は税込みです詳しくは詳しくは www.gaido.jp/lunchwww.gaido.jp/lunchwww.gaido.jp/lunch

日本料理 ひなどり

（950円）、焼き物などが

ついた「ひなどり弁当」

（1260円）などが人気だとか。

夜は一品料理からコースまであるが、

「四季のおまかせ料理（４品、そばまた

はぞうすい、デザート）」（3150円より）

が評判。地酒も豊富にそろっている。

（取材・藤井）

■彦根ビバシティシネマ ■ワーナー・マイカル・シネマズ近江八幡
■ワーナー・マイカル・シネマズ草津　■水口アレックスシネマ
■大津アレックスシネマ　■ユナイテッド・シネマ大津

© 2012「映画 ホタルノヒカリ」製作委員会© 2012「映画 ホタルノヒカリ」製作委員会
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大自然の中で気軽に
バーベキュー|

インターネットからの投稿は www.gaido.jp/pet

n@a'yn@a'y
n@a'yn@a'y

掲載写真を
シールにして
プレゼント！
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2012年6月9日（土）
全国東宝系ロードショー

美しく、眩しい
の江戸切子の作品展「粋の器」

彦根市開出今町にある、庄堺公園のバラが
見ごろを迎えている。約1200本24種のバラ
は、ボランティアによって維持されている。
雨の前後はバラの香りが強くなるそうなの
で、梅雨入りしても楽しめそうだ。 

ボリュームューム満点！ボリュームューム満点！
の食感食感での食感食感で

庄堺公園 バラ園
◆彦根市開出今町　◆入場無料

◆問い合わせ：彦根市役所都市計画課/０７４９‐２２‐１４１１

長浜市 黒壁美術館

●住所：近江八幡市沖島町宮ヶ浜

●営業時間：１０：００～２０：００ 
　　　　　　　　　　　第１部　１０：００～１５：００（最終１４：００ ＩＮ） 
　　　　　　　　　　　第２部　１６：００～２０：００（最終１９：００ ＩＮ）

●料金（食材持ち込みの場合）
　　　　　　　管理費（４歳以上）　４００円/１人 
　　　　　　　サイト料（炉、イス、テーブル含む） ２,０００円/１サイト 
　　　　　　　※網・鉄板・炭セットは別（貸し出し有　※有料） 

　日帰りＢＢＱプラン（4歳から）
 管理費、サイト料、食材、食器セット、ＢＢＱ用炭セット、鉄板、網を含む

　・ＢＢＱ（レギュラー） ２,１００円/１人 

　・ＢＢＱ（ビッグ）　　　　２,６００円/１人  

　・ＢＢＱ（近江牛）　　　３,６００円/１人  

※３歳以下無料。ただし、食材が必要な場合有料
　　利用予定人数全員分の予約が必要

休暇村近江八幡
　0748-32-3138
 利用日の前日正午までに要予約

よし だ ひであき

ま ぶ

きり こ なん

ば きゅう じ

おうじゅ ほうしょう

希望が丘文化公園　スポーツ会館/〒５２０‐２３２１　野洲市北桜９７８
ＴＥＬ：０７７‐５８８‐３２５１、ＦＡＸ：０７７‐５８８‐３２５２、メール/kibougaoka@shiga-bunshin.or.jp

現代の名工 南端久司展

江戸切子 ―粋の器―
●黒壁１０號館　黒壁美術館（長浜市元浜町１１‐２３）

●時間：１０：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

●料金：大人６００円　小中生４００円

●休館日：会期中無休　●ＴＥＬ：０７４９‐６２‐６３６４

6/26
●まで火

南端久司さん南端久司さん

休暇村近江八幡

外遊びが大好き外遊びが大好き

で、庭を散歩さで、庭を散歩さ

せています。せています。

エサのときにはエサのときには

「ちょうだい、ちょ「ちょうだい、ちょ

うだい」と後ろ足うだい」と後ろ足

だけで立ちますだけで立ちます。。

飼い主：大豆さん


