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わがわが家のペット自慢

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・プロフィル、ア

ピール文、飼い主名

をお送りください。
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近江八幡市桜宮町２９４　ＹＰ１
株式会社ヤマプラ　滋賀ガイド・Ｏｈ！Ｍｅ編集室

わが家のペット自慢係

上映案内上映案内 www.gaido.jp/0www.gaido.jp/0010www.gaido.jp/0010

7/２８
（土）

8/3１
（金）

花火大会近江八幡市 かわらミュージアム

伝説が、壮絶に、終わる。
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「無国籍食堂 BLUE DINER」は、

ライブハウス「Blue」に併設さ

れたレストラン。エスニック

でレトロな雰囲気が魅力だ。

今回紹介するのは

　【絶品！タコライス 
　　デザートセット】（1300円） 
　・タコライス
　・デザート（チーズケーキ）　・ドリンク

店長の間塚知輝さんが本場沖縄で食べ比

べ、研究を重ねてきたというタコライスは、

ひき肉とタマネギを特製スパイスで炒め

たタコミートと、旬の野

菜がたっぷり入った

ヘルシーなランチ。

チェダーチーズの味

わいがアクセントに

なっていて食べやすい。

ランチメニューは、他にも

グリーンカレーやロコモ

コ丼など全部で８種類。

店のファンは若者から家
有効期限 2012/8/31まで

Oh!Me1枚につき1グループ有効
※他券・他サービスとの併用不可

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

ランチセット
ご注文の方に限り

100円引き

●守山市勝部６‐４‐３７ BLUE bldg １F 　●ＴＥＬ：０９０‐６５５４‐２４０９

●定休日：火曜日（祝日は営業）　●駐車場：６台

●時間：ランチ１１：３０～１５：００　ディナー１７：３０～２３：００

http://bluediner.ehoh.net

※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

無国籍食堂
ＢＬＵＥ ＤＩＮＥＲＢＬＵＥ ＤＩＮＥＲ

族連れ、80歳代のお年

寄りまで幅広い。

「どの料理も食べやすくアレンジしていま

す。音楽と料理を存分に楽しんでくださ

い」と間塚さん。

お酒とおつまみが３種類付いた「夜の

ちょっとイッパイセット」（850円）もおすす

めしたい。（取材・安積）

●安土城考古博物館

　 （近江八幡市安土町下豊浦６６７８）

●時間：１７：００～２０：００

●入館料：大人４５０円 高大生２５０円 小中生無料

●持ち物：懐中電灯　●TEL：０７４８‐４６‐２４２４
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多賀大社 万灯祭
◆犬上郡多賀町多賀６０４ ◆時間：１９：００～２１：３０

◆料金：入場無料 ◆献灯数：１万２０００灯

◆問い合わせ：多賀大社/０７４９‐４８‐１１０１ 

ボーダーレスな料理と、
楽しい音楽
ボーダーレスな料理と、
楽しい音楽
ボーダーレスな料理と、
楽しい音楽

多賀大社で「万灯祭」が８月３日（金）から５日
（日）まで開催される。祖先の霊を守る女神に
感謝を捧げる祭りで、境内に設けられた１万
灯を超える提灯に明かりがともされる。期間
中は屋台が立ち並び、ステージでのパフォー
マンスやショー、コンサートなど、イベントも
盛りだくさん。

イベント情報は変更される場合があります。ご了承くださいイベント情報は変更される場合があります。ご了承くださいイベント情報は変更される場合があります。ご了承ください

店長の間塚知輝さん(右)と奥さん店長の間塚知輝さん(右)と奥さん店長の間塚知輝さん(右)と奥さん

第12回大津志賀花火大会大　津
●場所：近江舞子中浜水泳場一帯（大津市南小松）

●時間：１９：４５～２０：３０　●打ち上げ予定数：２,０００発

●備考：雨天決行 ※荒天時は７/２９（日）に延期

●問い合わせ：志賀観光協会/０７７‐５９２‐０３７８

甲賀夏まつり2012甲　賀
●場所：野洲川河川敷（甲賀市水口町）

●時間：１９：４５～２０：３０ ●打ち上げ予定数：１,５００発

●備考：小雨決行 ※荒天時は７/２９（日）に延期

●問い合わせ：甲賀夏まつり実行委員会事務局

　　　　　　　　　　　　 ０７４８‐６０‐２６９０

2012 彦根大花火大会彦　根
●場所：松原水泳場（彦根市松原町）

●時間：１９：３０～２０：３０ ●打ち上げ予定数：１０,０００発

●備考：小雨決行 ※荒天時は８/２（木）に延期

●問い合わせ：彦根大花火大会実行委員会/０７４９‐２３‐０００１

八幡てんびんまつり近江八幡
●場所：長命寺川寿久橋土手（近江八幡市）

●時間：２０：００～２０：５０　●打ち上げ予定数：１,５００発

●備考：小雨決行 ※荒天中止

●問い合わせ：八幡てんびんまつり事務局/０７４８‐３２‐６６５４

おごと温泉納涼花火大会大　津
●場所：おごと温泉港（大津市雄琴）

●時間：２０：００～２０：３０　●打ち上げ予定数：１,２００発

●備考：小雨決行 ※荒天時は８/２（木）に延期

●問い合わせ：おごと温泉観光協会/０７７‐５７８‐１６５０

2012 びわ湖大花火大会大　津
●場所：大津港周辺（大津市）　

●時間：１９：３０～２０：３０ ●打ち上げ予定数：１０,０００発

●備考：小雨決行 ※荒天の場合は８/１０(金)に延期

●問い合わせ：びわ湖大花火大会実行委員会/０７７‐５１１‐１５３０

石山寺千日会と瀬田川に煌く
炎のページェント

大　津

●場所：石山寺、瀬田川周辺（大津市石山寺）

●時間：２０：１５～２０：４５　●打ち上げ予定数：１,０００発

●備考：小雨決行 ※荒天中止

●問い合わせ：石山観光協会/０７７‐５３７‐１１０５

マキノサマーカーニバル2012高　島
●場所：サニービーチ高木浜（高島市マキノ町）　

●時間：２０：３０～　●打ち上げ予定数：１,４００発　

●備考：荒天の場合は未定

●問い合わせ：マキノツーリズムオフィス/０７４０‐２８‐８００２

建部大社 船幸祭大　津
●場所：建部大社、瀬田の唐橋周辺（大津市瀬田）

●時間：２０：００～２１：００　●打ち上げ予定数：１,２００発

●備考：小雨決行 ※荒天中止

●問い合わせ：建部大社/０７７‐５４５‐００３８　
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わが家のアイドルですわが家のアイドルです

ナックルママよりナックルママより

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！

■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　
■ユナイテッド・シネマ大津
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第8回 湖南市夏まつり湖　南
●場所：野洲川親水公園（湖南市夏見）

●時間：２０：２０～２０：４５　●打ち上げ予定数：２,５００発

●備考：荒天時は８/５（日）に延期

●問い合わせ：湖南市三大まつり実行委員会事務局/０７４８‐７１‐２３３１

8/4
（土）

長浜・北びわ湖大花火大会長　浜
●場所：長浜港湾一帯（長浜市港町）

●時間：１９：３０～２０：１５　●打ち上げ予定数：未公表

●備考：小雨決行 ※荒天の場合は８/２２(水)に延期

●問い合わせ：長浜市観光振興課/０７４９‐６２‐４１１１
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多賀大社の万灯祭多賀大社の万灯祭

北之庄物語「おいしくな～れ かぶらぶらぶ」絵本原画展と
奥居匡こころのふるさと作品展
●かわらミュージアム 企画展示室（近江八幡市多賀町７３８‐２）

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

●休館日：月曜日 ●入館料：大人３００円 小中生２００円

７/２８（土）、８/１１（土） 笑菜ちゃん切り絵ワークショップ
　１３：３０～　本の読み聞かせ　　　１４：００～　切り絵体験教室

●料金：小中生５００円（入場料込） 大人・幼児・体験のみ３００円

●備考：８/１１のみ奥居匡さん来場　

近江八幡市のかわらミュージアムで「北之

庄物語『おいしくな～れ かぶらぶらぶ』絵

本原画展と奥居匡こころのふるさと作品

展」が開催される。（7月28日～ 8月31日）

奥居さんは東近江在住の切り絵作家で、

生き物や街並みを題材にした作品にファ

ンが多い。

今回展示されるのは近江八幡の伝統野菜・

北ノ庄菜を題材にした絵本の原画が中心。

北之庄菜や八幡瓦を通して、地元の風土

を味わってほしいとのこと。近江兄弟社小

学校児童による、水辺にすむ生き物を中心に水郷をイメージしたディスプレー

にも注目したい。

「地域のみなさんのご協力によってこの展覧会が実現しました。ごゆっくりお楽し

みください」と副館長の岡田啓子さん。

 8月11日（土）には「笑菜ちゃん切り絵ワークショップ」があり、奥居さんの切り絵

指導が受けられる。（取材：前川）

　

おく い  ただしく おく い しただしおく い  ただし

きた  の  しょう きた  の しょうきた  の  しょう

北之庄物語
「おいしくな～れ かぶらぶらぶ」「お しくな 絵本原画展と
北之庄物語
「おいしくな～れ かぶらぶらぶ」絵本原画展と

「れい感博物館」「れい感博物館」で夕涼み夕涼みは、は、いかがいかが？
だ。期間中、「地獄の情景」「可愛い考古学」の二つのテ

ーマ展も開催されており、えんま様が描かれた掛け軸

や遺跡から出土した昔のおもちゃなど、怖いものから

可愛いものまで展示される。

「子どもたちは自分が照らす明か

りで物を見る経験が少ないので、

興味深いものになるはずです」と

学芸員の阿刀弘史さん。

コースの途中には、いくつかチェック

ポイントが用意されており、宝探しの

ようなワクワク感も味わえるとか。い

つもとは一味違う博物館をお楽しみ

あれ。（取材：福本）

夏休み期間中、安土城考古博物館で開館時間を３時間延

長する「れい感博物館」が実施される。

このイベントは、夏休みに冷房の効いた館内で夕涼みをし

てもらおうと昨年から行われているもので、今年は昨年よ

り日数を多くし、12日間行われる。（下記カレンダー参照）

夜の博物館を懐中電灯片手に歩くところが面白いポイント

近江八幡市　安土城考古博物館
かわらミュージアム/０７４８‐３３‐８５６７

奥居匡こころのふるさと作品展

笑菜ちゃんの
絵本も販売！

問い合わせ

れい感博物館 実施日
7/27・28・29
8/3・4・5・10・11・12・13・14・15


