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国立国際美術館（大阪市）

11/22（木）
応募締め切り

エル・グレコ展

5組10人ご招待

滋賀ガイドwww.gaido.jpにはほかにもプレゼントが盛りだくさん!!

開催中～
12/24（月・祝）まで

エル・グレコ〈受胎告知〉
1576年頃

ティッセン=ボルネミッサ美術館、マドリード
©Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

11月17日（土）ロードショー

▲「花折峠」 1974年9月（100号）▲「花折峠」 1974年9月（100号）

デッサン教室の様子デッサン教室の様子デッサン教室の様子

デザートは季節によって変わりますデザートは季節によって変わります

© 2012「アウトレイジ ビヨンド」製作委員会© 2012「アウトレイジ ビヨンド」製作委員会
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香凛舎香凛舎8

大津市の長等公園内の「長等創作

展示館」には、かつて近くに住みア

トリエを構えた画家・三橋節子の作

品を収蔵し、その一部を常設展示し

ている「三橋節子美術館」がある。

滋賀の民話を題材に多くの作品を残

した節子。病いにより利き腕を切断

した後も絵筆を左手に持ち替えて創

作を続け、幼い子どもを残して35歳

でこの世を去った。右手を失った後の絵や、独身最後のインド・カンボジア・タイ

を旅したときに出会った子どもたちの姿など、母と

しての目線から描かれた作品は今も色あせない。

現在、「母として、伝え残しておきたかったこと」を

テーマに、107点の作品が展示されている。

美術館と隣接して「創作スペース」があり、ここで

は陶芸、デッサン、水彩画、水墨画、絵手紙など、長等公園の自然に親しみなが

ら創作活動ができる教室が開かれている。特にデッサン教室は初心者からベ

テランまで、レベルに合わせて丁寧に教えてくれると好評だ。

「秋は公園内の木々が奇麗に紅葉します。美しい景色の中で芸術に親しんでくだ

さい」と館長の原田敏和さん。（取材・鋒山）

「スイーツダイニング 香凛舎」

は愛荘町の旧警察署横に今

年１月にオープンした。白と

黒を基調とした和風建築の落

ち着いた店。スイーツのほ

か手軽なランチからコース

ディナーまでいただくことが

できると評判だ。

今回紹介するのは

　【ビヤンコ】（1100円）
　・季節のサラダ
　・メーンメニューから一品
　・パン　・デザート
　・コーヒーor 紅茶

メーンメニューはパスタ、ピザ、ピラフな

ど14種類の中から選べる。取材日は

「サーモンとアサリのクリームパスタ」を

選択。魚介のう

まみが入ったク

リームソースに

レモンを絞り、

さっぱりとした味

わいだ。
有効期限 2012/12/15まで

Oh!Me1部につき1グループ有効

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
１杯プレゼント

●愛知郡愛荘町愛知川４０‐７

●ＴＥＬ：０７４９‐４２‐６２６３ ●定休日：不定休

●時間：１０：００～１９：００（Ｌ.Ｏ.）※ディナーコースは２１：００まで（要予約）

●駐車場：３台（他に臨時駐車場あり）

※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

デザートはチーズケーキとイチゴソース

のかかったバニラアイス。

「手作りと素材の新鮮さには特に気を配っ

ています。当店自慢のスイーツもぜひ、ご

賞味ください」とスタッフの中山鈴菜さん。

デザートはテークアウトも可能。（取材・藤井）

■彦根ビバシティシネマ
場所：彦根市竹ヶ鼻町４３‐１　ビバシティ彦根３階
問い合わせ：０７４９‐２６‐１００２

なかやますず  な

こうりんしゃ

スイーツダイニングスイーツダイニング香凛舎香凛舎
こ う り ん し ゃ

みつはしせつ  こ

はら  だ　とし  かず

母として、伝え残しておきたかったこと
●場所：長等創作展示館（大津市小関町１‐１　長等公園内）

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

●休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、

　　　　　　　　　 祝日の翌日(日曜日は除く)

●料金：一般２１０円　高大生１５０円　小中学生１００円

●問い合わせ：長等創作展示館・三橋節子美術館/０７７‐５２３‐５１０１

自慢のレストラン自慢のレストラン自慢のレストラン自慢のレストラン

大津市　長等創作展示館・三橋節子美術館

紅葉紅葉の長等公園長等公園で
芸術芸術の秋を満喫満喫しよしよう！
紅葉の で
芸術の秋を満喫しよう！
紅葉の長等公園で
芸術の秋を満喫しよう！
紅葉の長等公園で
芸術の秋を満喫しよう！

 な が  ら

手作りスイーツがおいしい手作りスイーツがおいしい

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

開催中～12/26（水）まで

第
９
回

締め締め切り日
必着です!!着です!!
締め切り日
必着です!!

〒523-0893
近江八幡市桜宮町294ＹＰ１ 株式会社ヤマプラ
滋賀ガイド・Ｏｈ！Ｍｅ編集室
Ｏｈ！Ｍｅ441号プレゼント係

プレゼント希望内容、名前（フリガナ）、郵便番号・
住所、電話番号、性別、年齢、オススメのお店・施設、
Oh!Meへのご意見、ご感想をお寄せください。
はがき１枚につき一つの応募となります。
当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

今週のプレゼントプレゼント今週の
インターネット・はがきで応募!! 会 場　甲良町総合公園

主 催　彦根学童野球連盟

協 賛　甲良町
　　  甲良町教育委員会
　　  （株）ナガセケンコー
　　  日本エコシステム（株）

後 援　滋賀県軟式野球連盟
　　　毎日新聞社

●●

111123、2423、2423、24
●土●金・祝

www.gaido.jp/info/present.php
インターネットは……

県内で活躍する女子が集まり、今

大会も優勝目指して頑張ります。

（キャプテン・米田梨夏）

【監督】上野　竜也

○米田　梨夏（河西ジュニアーズ）
村瀬　希星（新常盤ドラゴンズ）
山本　楓果（御園スカイラーク）
沢　　柚妃（長浜南ＪＳＣ）
島村　明里（豊郷ＪＳＣ）
北田有希乃（治田少年野球）
海野　千夏（今津少年野球クラブ）
城貝　優亜（多賀少年野球クラブ）
木戸　愛琴（塩津少年野球）
山村　紗生（治田少年野球）
北村和香奈（明富リトルクラブ）
山本　真実（甲南第二）
池本　ひな（甲南第二）

中川　幸音（長浜南ＪＳＣ）
坂口　実紗（神照野球）
堅名　　咲（神照野球）
矢野　優季（安土野球）
中原　伽梨（塩津少年野球）
坂田　　円（八日市西ニューエンジェルス）
柴田　有麻（塩津少年野球）
伊藤　　夏（蒲生少年野球クラブ）
伊藤あかり（石部南ＪＳＣ）
宮井　結衣（布引ハンターズ）
山本なな子（ジュニア愛東）
米田　優月（滋賀マイティーエンジェルス）

滋賀あみんちゅガールズ

全員野球で支えてくださった皆様

のために、最高の試合をお見せし

ます。

（キャプテン・山田祐生）

【監督】髙橋　明仁

○山田　祐生（甲良東スポーツ少年団）
辻　　功多（城陽スポーツ少年団）
木村　元哉（城陽スポーツ少年団）
鋒山　怜央（若葉スポーツ少年団）
藤岡　幸輝（若葉スポーツ少年団）
鈴嶋　進也（河瀬スポーツ少年団）
柏原　勇飛（河瀬スポーツ少年団）
八木　悠人（高宮スポーツ少年団）
小林　　匠（高宮スポーツ少年団）
鵣野　　颯（稲枝東スポーツ少年団）

増居　翔太（稲枝東スポーツ少年団）
野瀬　賢人（甲良東スポーツ少年団）
寺元　栄二（甲良西スポーツ少年団）
山田　大成（甲良西スポーツ少年団）
加藤　悠月（豊郷スポーツ少年団）
鈴木　　颯（豊郷スポーツ少年団）

彦根南選抜

最後まで元気いっぱいに声を出

し、優勝目指して頑張ります。

（キャプテン・羽根龍司）

【監督】松野　晃久

○羽根　龍司（能登川南スポーツ少年団）
徳田　龍哉（能登川南スポーツ少年団）
田邊　伶士（湖東クラブ）
小泉　柊平（湖東クラブ）
小南　翔希（能登川南スポーツ少年団）
松下　凌雅（能登川南スポーツ少年団）
藤林　桜生（能登川南スポーツ少年団）
宇都宮大星（能登川南スポーツ少年団）
渡邊　優太（能登川南スポーツ少年団）
松山　　亮（湖東クラブ）

長尾　卓磨（湖東クラブ）
中居戸悠月（能登川南スポーツ少年団）
安食　大智（能登川南スポーツ少年団）
西堀　翔希（能登川南スポーツ少年団）
徳田　成吾（湖東クラブ）
川島　龍也（湖東クラブ）

オール能登川

草津のチームとして、一致団結し

て全力プレーで勝利を目指して頑

張ります。

（キャプテン・吉田純）

【監督】熊川　光治

○吉田　　純（老上少年野球）
谷口　智哉（老上少年野球）
田中　智大（老上少年野球）
中井　隆仁（老上少年野球）
小和田竜生（老上少年野球）
岡上　士門（老上少年野球）
澤村　浩陽（草津バトルスポーツ少年団）
金本　颯斗（草津バトルスポーツ少年団）
久保　龍輝（草津バトルスポーツ少年団）
巻田　　竜（草津バトルスポーツ少年団）

正本　健太（草津バトルスポーツ少年団）
田中　剛志（日の出ファイターズ）
神田　　翼（日の出ファイターズ）
太田　啓司（日の出ファイターズ）
井口　誠人（日の出ファイターズ）
寺沢　侑樹（日の出ファイターズ）
遠藤　　樹（草二リトルメッツ）
竹田　真弥（草二リトルメッツ）
上田　恭輔（草二リトルメッツ）
上本　楓太（草二リトルメッツ）

草津選抜
守山代表として、全力プレーで力

を出し切り勝利を目指します。

（キャプテン・千葉竜生）

【監督】大濱　翼

○千葉　竜生（明富リトルクラブ）
今井　怜央（明富リトルクラブ）
北村　和史（物部少年野球）
手塚　皓己（物部少年野球）
梶川　滉太（立入ヶ丘ジュニアスキッパーズ）
今井　琉斗（明富リトルクラブ）
長澤　　健（物部少年野球）
米田　梨夏（河西ジュニアーズ）
菊川　遼太（立入ヶ丘ジュニアスキッパーズ）
中川　晟那（吉身少年野球クラブ）

富澤　亮太（河西ジュニアーズ）
中島　　稜（吉身少年野球クラブ）
大濱　祥吾（明富リトルクラブ）
西藤　和也（河西ジュニアーズ）
岩瀬由希耶（物部少年野球）
西　　睦樹（吉身少年野球クラブ）
三品　日向（玉津少年野球）
橋口　準司（玉津少年野球）

守山市学童野球連盟

滋賀県学童野球選抜交流大会滋賀県学童野球選抜交流大会

今大会チーム一丸！ 選抜集大成！

優勝目指し試合に臨みます。

（キャプテン・藤ヶ森俊希）

【監督】米田　寛

○藤ヶ森俊希（城東スポーツ少年団）
勝　　皓辰（城北スポーツ少年団）
中澤　俊貴（城北スポーツ少年団）
鈴木　陸斗（城西スポーツ少年団）
山本　秀哉（城西スポーツ少年団）
呉屋　　知（城東スポーツ少年団）
伊藤　将希（佐和山スポーツ少年団）
片岡　聖貴（佐和山スポーツ少年団）
塚本　　創（旭森スポーツ少年団）
後藤　龍成（旭森スポーツ少年団）

永井　結登（平田スポーツ少年団）
上田　泰士（平田スポーツ少年団）
馬場　幸歩（城南スポーツ少年団）
馬場　汐音（城南スポーツ少年団）
北川　創夢（金城スポーツ少年団）
森　　開生（金城スポーツ少年団）
平塚　廉也（多賀少年野球クラブ）
平木　拓斗（多賀少年野球クラブ）

彦根北選抜

私たちオール野洲12期生15人のメ

ンバーです。最高の仲間と優勝目

指して頑張ります。

（キャプテン・堤万己）

【監督】義川　益弘

○堤　　万己（近江富士ボーイズスポーツ少年団）
吉田　和将（近江富士ボーイズスポーツ少年団）
中畑隆之介（野洲キッドスポーツ少年団）
松山　匠満（野洲キッドスポーツ少年団）
北村健志朗（北野ジュニアーズスポーツ少年団）
荒川　航多（野洲キッドスポーツ少年団）
井澤　広希（野洲キッドスポーツ少年団）
高辻　真也（中主野球スポーツ少年団）
梅田　崇汰（近江富士ボーイズスポーツ少年団）
岩本　帆高（北野ジュニアーズスポーツ少年団）

南　　俊輔（野洲キッドスポーツ少年団）
西屋敷　礁（野洲キッドスポーツ少年団）
馬塲　晨世（近江富士ボーイズスポーツ少年団）
中西　　薫（北野ジュニアーズスポーツ少年団）
藤井　優斗（中主野球スポーツ少年団）

オール野洲
選抜交流大会では優勝を目指し、一

戦必勝で仲間と全力で戦います。

（キャプテン・赤瀬川命）

【監督】千代　誠

○赤瀬川　命（御園ファイターズ）
森口　鎮弘（葉山東スピリッツ）
山本　怜生（治田西少年野球）
西　　海斗（治田東少年野球）
八田　和樹（葉山少年野球）
板倉　佑安（大宝西ファイヤーズ）
竹中　夢翔（大宝少年野球）
久保園龍斗（治田少年野球）
眞壁　武尊（御園ファイターズ）
西村　俊輝（大宝少年野球）

松尾　瑠偉（治田少年野球）
梶谷　拓矢（治田西少年野球）
狩野　晃平（大宝西ファイヤーズ）
木村　恒太（治田東少年野球）
谷村　温人（大宝少年野球）
竹原　達哉（葉山少年野球）
嶋田　恵介（御園ファイターズ）
山本　皓葉（治田西少年野球）
菊地　隆雅（治田少年野球）

オール栗東

まず１勝目指して、力合わせて頑

張ります！

（キャプテン・高木流星）

【監督】木下　満

○高木　流星（マキノ少年野球団）
伊東　結李（マキノ少年野球団）
木下　晃暢（マキノ少年野球団）
西川　純永（安曇川スポーツ少年団）
森岡　竜成（安曇川スポーツ少年団）
磯辺　誠良（安曇川スポーツ少年団）
北村　　蓮（リトルオール高島）
森　　拓巨（リトルオール高島）
早藤　寛人（本庄スポーツ少年団）
山本　圭磨（本庄スポーツ少年団）

入江　修哉（朽木トトルズ）
宮田　勝也（朽木トトルズ）
入江　晃大（朽木トトルズ）
松永　大地（朽木トトルズ）
福島　克樹（新旭少年野球）
松崎　裕大（新旭少年野球）
山本　智哉（新旭少年野球）

湖西選抜

甲南の４団合同チームです。練習や合宿を通

して、チームメートとの連携を深めてきまし

た。仲間との絆を深め、笑顔で元気よくプ

レーしたいと思います。（キャプテン・渡邉雅）

【監督】山本　浩幸

○渡邉　　雅（甲南第二スポーツ少年団野球部）
竃谷　暢将（甲南第一野球スポーツ少年団）
谷口　尚弥（甲南第一野球スポーツ少年団）
佐伯　桃樹（甲南第一野球スポーツ少年団）
大川　智貴（甲南第一野球スポーツ少年団）
小西　洋斗（希望ヶ丘野球スポーツ少年団）
藤田　隼輔（希望ヶ丘野球スポーツ少年団）
杉浦　瑞己（希望ヶ丘野球スポーツ少年団）
上田　勇斗（希望ヶ丘野球スポーツ少年団）
富田　悠斗（希望ヶ丘野球スポーツ少年団）

田中　潤太（甲南中部スポーツ少年団）
木村龍之介（甲南中部スポーツ少年団）
岡根　　亮（甲南中部スポーツ少年団）
阿部　　憂（甲南中部スポーツ少年団）
木村　侑靖（甲南中部スポーツ少年団）
服部　悠汰（甲南中部スポーツ少年団）
池本　ひな（甲南第二スポーツ少年団野球部）
増田　大晟（甲南第二スポーツ少年団野球部）
宮木倫太郎（甲南第二スポーツ少年団野球部）
山本　真実（甲南第二スポーツ少年団野球部）

オール甲南

この大会に出場することで友情を

深めチームワークを大切に全員野

球で優勝を目指します。

（キャプテン・磯上竜輝）

【監督】原田　達也

○磯上　竜輝（ホワイトコンドルスポーツ少年団）
小川　雄大（ホワイトコンドルスポーツ少年団）
窪　　彪雅（イーグルススポーツ少年団）
西　　洋輔（イーグルススポーツ少年団）
岡田　　慎（岡山スポーツ少年団）
中川琳太郎（岡山スポーツ少年団）
原　　功征（岡山スポーツ少年団）
井狩　佳介（岡山スポーツ少年団）
福本　聖人（金田スポーツ少年団）
野村康真人（金田スポーツ少年団）

木本　善文（金田スポーツ少年団）
犬丸　悠也（島少年野球クラブ）
山形彩乃進（島少年野球クラブ）
茶谷　海翔（島少年野球クラブ）
中島　寛稀（八幡シャークススポーツ少年団）
嶋本　祐斗（八幡シャークススポーツ少年団）
池野　匠海（八幡シャークススポーツ少年団）

八幡選抜

平和堂

大津商高

東海道本線 大津
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