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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。

〒５２３‐０８９３
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

優勝おめでとう優勝おめでとう
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写真は滋賀県中体連事務局提供

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/0007www.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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ゴチソウ家ゴチソウ家
ろぶ村ろぶ村

 「街の上で」１９１４－１８年　トレチャコフ美術館
©ADAGP,Paris＆SPDA,Tokyo,2012,Chagall®
Photography©The State Tretyakov Gallery

会  期会  期

会  場会  場

前売り料金前売り料金

毎日新聞社は今秋、「シャガール展2012―愛の物語

―」を京都市で開催します。同展の無料招待券を、

「Ｏｈ！Ｍｅ」の読者25組50人にプレゼントします。

色彩の詩人と呼ばれる20世紀美術の巨匠マルク・シャガール（1887～1985）。

妻を一途に愛し、愛や結婚をテーマにした作品を多く残したことから、「愛の

画家」として知られています。

この展覧会では、ロシアの国立トレチャコフ美術館、国立ロシア美術館の全面

的な協力を得て、初期作品を中心に愛の物語をテーマにした油彩、版画、デッ

サンなど計100点を展示。代表作「街の上で」「散歩」が並んでの展示は関西初

となります。また、国立ユダヤ劇場からの依頼で制作した幅８㍍の超大作「ユ

ダヤ劇場への誘い」をはじめ、現存する壁画７点すべてを紹介します。

希望者は、はがきに住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号を明記し、下記まで。

応募者多数の場合は抽選。当選者には毎日新聞販売店からお届けします。

「ゴチソウ家　ろぶ村」は、フレンチや

イタリアンをベースにした洋風居酒

屋。昨年、開店10周年を迎えたこの

店は、こだわりのオムライスやパスタ

がリーズナブルな価格で楽しめると

あって主婦を中心に人気がある。

今回紹介するのは

　【オムライス　ハッシュドビーフ】

　サラダバー・ドリンクバー付（980円）

ランチのソースはトマトやクリームなど６

種類から選べるので、今回は１番人気の

ハッシュドビーフをチョイスした。１週間

かけて煮込まれているだけあって、甘みが

しっかり凝縮されている。

卵３個分のオムレツ

がケチャップライス

の上に載っており、

スプーンで割ると卵

がフワッと広がっ

た。サラダやドリン

クはおかわり自由。 有効期限 2012/9/30まで

Oh!Me1枚で1グループまで有効
※他券・他サービスとの併用不可

※ディナータイムに限る

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

１ドリンク
サービス

●近江八幡市堀上町１３３‐８ ●ＴＥＬ：０７４８‐３１‐３３８６

●定休日：火曜日 ●駐車場：１０台程度

●時間：ランチ１１：３０～１４：３０（Ｌ.Ｏ.１４：００）
           ディナー１７：３０～２３：３０（Ｌ.Ｏ.２３：００）
　　　　　　 ※金・土はディナー１７：３０～２４：００（Ｌ.Ｏ.２３：３０）

※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

ゴチソウ家ゴチソウ家 ろぶ村ろぶ村

「皆さんでおいしい料

理を囲んで楽しんでほし

い」と料理長の緒方梓さん。個室

や大部屋も用意されているので、子ども

連れや団体でも利用できる。

夜は限定メニューや、コース料理（2940円

から）もあるのでゆっくりお酒が楽しめる。
（取材・福本）

チョコチョコチョコチョコ ミルクミルクミルクミルク

ココアココアココアココア

インターネットからの
投稿は www.gaido.jp/petn@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！

●種類：種類：ミニチュアダックスミニチュアダックス
おっとりタイプのチョコ（パパ）、子煩悩で
優しいミルク（ママ）、一番元気でおてんば
なココア（娘）のとっても甘～い仲良しファミ

リーです。　　　　飼い主：3ダックスママ

お　がたあずさ

そん

そ んそ ん

オムライスオムライスの卵はオムライスの卵はオムライスの卵はオムライスの卵は

シャガール展
2012―愛の物語―
シャガール展
2012―愛の物語―

9月7日（金） 全国ロードショー

Ⓒ2012 フジテレビジョン　アイ・エヌ・ピーⒸ2012 フジテレビジョン　アイ・エヌ・ピーⒸ2012 フジテレビジョン　アイ・エヌ・ピー

第６５回 滋賀県中学校夏季総合体育大会
団体１・２位一覧

陸上競技陸上競技
水  泳水  泳

ソフトボールソフトボール
バドミントンバドミントン

ラグビーフットボールラグビーフットボール

ボートボート

テニステニス
アメリカンフットボールアメリカンフットボール

ソフトテニスソフトテニス

ハンドボールハンドボール

陸上競技
● 男女総合/①瀬田北 ②今津
● 男子/①彦根中央 ②志賀
● 女子/①瀬田北 ②粟津

● 男子/①市立守山 ②彦根東
● 女子/①近江兄弟社 ②彦根東

● 男子/①守山南 ②草津
● 女子/①竜王 ②長浜北 ● 男子/①南郷 ②日吉

● 女子/①南郷 ②日吉

● 男子/①長浜西 ②近江兄弟社
● 女子/①今津 ②長浜西

● 男子/①粟津 ②比叡山
● 女子/①市立守山 ②粟津

● 男子/①瀬田北 ②野洲北

● 男子/①瀬田北 ②瀬田
● 女子/①瀬田 ②瀬田北

● 男子/①光泉
 　　　②立命館守山
● 女子/①立命館守山
　　　 ②光泉

● 男子/①立命館守山 ②長浜南

● 男子/①安土 ②粟津
● 女子/①朝桜 ②甲賀

● 男女/①甲南 ②日枝

● 男子/①彦根東
　　　 ②野洲北
● 女子/①鳥居本
　　　 ②立命館守山

● 男子/①比叡山 ②八幡西
● 女子/①比叡山 ②彦根東

水  泳

ホッケーホッケー
● 男子/①彦根南
　　　 ②伊吹山
● 女子/①伊吹山
　　　 ②彦根南

ホッケーサッカーサッカー

ソフトボール

● 男子/①皇子山 ②長浜東
● 女子/①甲良 ②真野

バレーボールバレーボールバレーボール

バドミントン

卓  球卓  球卓  球

ラグビーフットボール

ボート

テニス

柔  道柔  道

体  操体  操

剣  道剣  道

柔  道

アメリカンフットボール

軟式野球軟式野球
● 男女/①長浜北
　　　 ②比叡山

軟式野球

● 男子/①高穂 
　　　 ②栗東西
● 女子/①栗東
　　　 ②栗東西

体  操ソフトテニス

サッカー

ハンドボール

剣  道

www.gaido.jp/sjh３位以下も掲載中！　詳しくは

● 男子/①稲枝 ②打出
● 女子/①信楽 ②真野

バスケットボールバスケットボールバスケットボール

7/27（金）、28（土）

メールはこちらメールはこちら

■彦根ビバシティシネマ　■水口アレックスシネマ　■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　■大津アレックスシネマ　■ユナイテッド・シネマ大津

プレゼント
25組50人
無料招待券

〒520－0806
大津市打出浜３－16　
毎日新聞滋賀県専売会
「シャガール展
             プレゼント」  係へ

１０月３日（水）～１１月２５日（日）　月曜休館
（１０月８日、２２日は開館、１０月９日休館）

京都文化博物館
（京都市中京区三条高倉/０７５‐２２２‐０８８８）

大人１１００円（１３００円）、大高生７５０円（９００円）、
中小生４００円（５００円）、ペアチケット２０００円
（前売券のみ）＝カッコ内は当日料金9月13日必着9月13日必着

ふわふわとろふわふわとろ

料理長の緒方さん（右から2人目）とスタッフ料理長の緒方さん（右から2人目）とスタッフ

9/1
（土）

近江中山の芋競べ祭り日　野

国の重要無形民俗文化財に指定されている、800年以上の伝統を持つ祭り

●場所：熊野神社・野神山（日野町中山１９３１） ●時間：１３：００～１６：００頃

●料金：観覧無料 ●問い合わせ：日野観光協会/０７４８‐５２‐６５７７

9/1
（土） 約40チームが参加する、よさこい祭りスタイルの踊りの祭り

●場所：浅井文化スポーツ公園一帯（長浜市大依町） 

●時間：９：００～２１：００ ●料金：観覧無料　

●備考：雨天の場合９/２（日）に延期

●問い合わせ：江洲ＹＯＳＡＫＯＩ組織委員会/０７４９‐７４‐０１９４

長浜あざいあっぱれ祭り2012長　浜

9/9
（日）

守山市内外のチーム20組による熱いダンスパフォーマンスショー

【ゲスト】B-boy unit(ブレイクダンス)

●場所：守山市民ホール 大ホール（守山市三宅町１２５）

●時間：１３：００（開場１２：３０）●料金：入場無料

●問い合わせ：守山市文化体育振興事業団/０７７‐５８３‐２５３２

MORIYAMA
ダンスフェスティバル2012

守　山

9/9
（日）

メキシコのボレロや中南米諸国の曲を専門に演奏活動をしている、日本の数少ない本格

派ラテンコーラスグループによるコンサート

【出演】三品國男(レキントギター＆ボーカル)、チコ三品(ギター、ビウエラ＆ボーカル)、

　　　ケン池内(ギタロン)、ステラ谷元(ボーカル、マラカス)、浜野徳次郎(パーカッション)

●場所：フィガロホール（大津市中庄１‐１６‐１４）　●時間：１５：００（開場１４：３０） 

●料金：前売り４,０００円　当日４,５００円(全席自由）

●問い合わせ：フィガロホール/０７７‐５２２‐３１０６

中南米の熱い風 
エルマノス ミシナ＆ステラ

大　津

9/25
（火）

8/31
（金）
▼

テーマ展「雅楽器と銘」彦　根

愛蔵の品や名器等につけられる「銘」。日本古来の雅楽器を通じて、豊かな銘の世界へ

いざなう 

●場所：彦根城博物館（彦根市金亀町１‐１）●時間：８：３０～１７：００（入館は１６：３０まで） 

●料金：一般５００円　小中生２５０円 ●休館日：会期中無休 

●問い合わせ：彦根城博物館/０７４９‐２２‐６１００

ヴォーリズさんの設計室展
―理想の住まいのつくりかたを読み解く―

近江八幡

ヴォーリズの著書や図面を手がかりにひとつの住宅を設計。そ

の過程で制作したスケッチや模型を展示し、ヴォーリズの理想の

住まいのつくりかたを紹介

●場所：旧八幡郵便局 ２階（近江八幡市仲屋町中８）

●時間：１０：００～１５：００ ※土日のみ開催 ●料金：入場無料 

●問い合わせ：NPO法人ヴォーリズ建築保存再生運動 一粒の会
　　　　　　　　　　　　 /０７４８‐３３‐６５２１

9/16
（日）

開催中
▼

子どもたちが描いた草花の絵展覧会草　津

保育園児が描いた、子どもらしい自由で豊かな発想による、ハスや草花の絵を展示

●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（入場は１６：３０まで） ●料金：大人３００円　高大生２５０円　小中生１５０円

●休館日：月曜日 ●問い合わせ：草津市立水生植物公園みずの森/０７７‐５６８‐２３３２

9/9
（日）

開催中
▼ 玄宮園で虫の音を聞く会彦　根

ライトアップされた玄宮園で、月をめで、虫の音に耳を傾ける。

呈茶席や邦楽演奏などもある

●場所：名勝 玄宮楽々園（彦根市金亀町３‐４０）　

●時間：１８：３０～２１：００　（入場は２０：３０まで）

●料金：大人５００円　小中生２００円 

　　　　　　　※昼間の彦根城・玄宮園の観覧券での入場不可

●備考：曜日や天候によりイベント内容は異なる

　　　　　　　（詳細は要問い合わせ）

●問い合わせ：彦根観光協会/０７４９‐２３‐０００１

9/1
（土）
▼
9/30
（日）

く ら


