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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！
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有効期限 2013/1/31まで

Oh!Me1部につき1グループ有効

Oh!Me持参でセットメニューを
2つ以上注文された方

読者プレゼント

そばぼうろ1つ
プレゼント

１２月２８日（金）全国東宝系ロードショー
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黒田直宏さん黒田直宏さん

▲「蛇」
江戸時代後期
滋賀県長浜市永久寺蛇組蔵

「八岐大蛇（山王神楽団）」上演の様子 

▲

（実際の展示物とは異なります）

写真はかけそば写真はかけそば
野洲市　銅鐸博物館
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野洲市の銅鐸博物館でテーマ展

「くらしのなかのやきもの」が開

かれている。１月27日（日）まで。

市民から寄贈された、とっくり、

重箱、湯たんぽなど36点が展示

されている。いずれも明治から

昭和初期にかけて生活用具として使われていたものばかりだ。

昔、このあたりには酒屋が多く、「貸しとっくり」が各家庭に置かれ、酒が売ら

れていたという。

展示されているとっくりは、いずれも一筆書き

や釘彫りで、店名、屋号、とっくり番号などが

記入されている。

とっくり以外には、手を温める「手あぶり」や「湯

たんぽ」、しょうゆや酒などを小さな容器に移

すときに使われた「片口」などがあり、当時の暮らしをしのばせる。

「地元文化を知っていただく機会になればと思います」と学芸員の行俊勉さん。

また、同時開催として「野洲のやきもの【小冨士焼】～池

田コレクション展～」も開かれている。

小冨士焼は今から100年ほど前に野洲市小篠原で

焼かれていたもの。今展に展示されているものは、

野洲市の池田静雄さんが生前に集めていたものだ。
（取材・澤井）

八日市YEG 「East Rainbow☆」
８回目を迎える今年は「～ impression感動～ こころと心でつながろう」がテーマ。 

八日市駅前から市役所までのグリーンロード約1.3㌔に“輝く道”をつなぐ

●場所：近江鉄道八日市駅前～グリーンロード　ほか 

　　　　　　（東近江市八日市浜野町３‐１）

●時間：１７：００～２３：００ ●料金：入場無料

●問い合わせ：八日市商工会議所青年部/０７４８‐２２‐０１８６

東近江

新春恒例上方落語「桂米朝一門会」　近江八幡

年の初めは爆笑落語会で初笑い

【出演】桂團治郎、桂吉弥、桂南天、桂南光、桂千朝、桂ざこば

●場所：近江八幡市文化会館 （近江八幡市出町３６６）

●開演：１４：００（開場１３：３０）

●料金：Ｓ席３,０００円 Ａ席２,５００円　(全席指定）

●備考：未就学児の入場不可 ●問い合わせ：近江八幡市文化会館/０７４８‐３３‐８１１１

第40回 三上山初登山大会野　洲

山頂で初日の出を拝みながら新年を迎える

●場所：野洲市 三上山御上神社楼門前（野洲市三上８３８） 

●時間：４：４５※雨天中止 ●料金：参加無料（当日受付）

●持ち物：防寒具、リュック、運動靴、懐中電灯、タオル、温かい飲み物、救急用品、ゴミ袋等

●問い合わせ：三上山初登山大会実行委員会/０７７‐５８７‐１１２１（野洲市役所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ０７７‐５３５‐０３５０（板倉）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ０７７‐５８８‐１２３７（青木）

開催中
▼
1/18
（金）

1/1
（火・祝）
▼
1/29
（火）

1/6
（日）

1/23
（水）

吉祥をテーマとする美術工芸品を紹介

●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 ●問い合わせ：彦根城博物館/０７４９‐２２‐６１００

新年の寿ぎ－吉祥のデザイン－彦　根

リチウムイオン電池の開発者・吉野彰氏による経営講演会

【講師】旭化成フェロー 吉野彰

●場所：ホテルラフォーレ琵琶湖（守山市今浜町十軒家２８７６） 

●時間：１５：３０～１７：００ ●料金：参加無料 ●定員：１００人（先着順）

●問い合わせ：守山商工会議所/０７７‐５８２‐２４２５

リチウムイオン電池の開発経緯と将来展望守　山
1/1
（火・祝）

信楽町上朝宮の国道307号沿いにある

「黒田園」は、朝宮茶の生産者だった黒田

直宏さんが10年前に始めた店。この建物

は福井県から移築した築80年の古民家だ

が、昔からずっとここにあったような気が

するほど、信楽の風景にうまく溶け込んで

いる。

今回紹介するのは

　【海老天セット】
　（1150円）
　・そば（かけ or ざる）
　・海老天盛り合わせ
　・一品（日替わり）
　・白ご飯

●甲賀市信楽町上朝宮２７１‐１ ●ＴＥＬ：０７４８‐８４‐０４８５

●定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）、第３火曜日 ●駐車場：２０台

●時間：１１：００～１７：００　※めんがなくなり次第閉店

　　※１２/３１（月）は営業（～２０：００まで）、１/１（火・祝）～４（金）は休業

※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

厳選したそば粉を使い、丹念に

打たれたそばは風味が良く、とて

もおいしい。天つゆが少し甘め

なので、ほんの少しご飯にかけ

ても悪くない。

「信楽の冬は厳しいですが、今が

新そばの食べごろです。ぜひお立

ち寄りください」と黒田さん。

毎週水曜日は朝宮茶が練り

込まれた「茶そば」（限定15

食）を味わうことができる。

他にも忘・新年会には、そばの

だしが使われた鍋「そばすき」（要予約）が

おすすめ。

大みそかは営業時間が20

時まで延長され、テーク

アウト用のそばも用意さ

れるという。
（取材・福本）

■ワーナー・マイカル・シネマズ近江八幡・草津　
■ユナイテッド・シネマ大津
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テーマ展「くらしのなかのやきもの」

　　野洲のやきもの「小冨士焼」
　　　 ～池田コレクション展～
●場所：銅鐸博物館（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（１/１４は開館）、１２/２８～１/４、１/１５

●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/０７７‐５８７‐４４１０

古民家古民家で、で、いろいろりと信楽焼信楽焼
　楽しみながしみながらランチランチ
古民家古民家で、で、いろいろりと信楽焼信楽焼
　楽しみながしみながらランチランチ 「くらしのなかのやきもの」「くらしのなかのやきもの」「くらしのなかのやきもの」「くらしのなかのやきもの」

長浜市 曳山博物館でテーマ展

上映案内上映案内 www.gaido.jp/0www.gaido.jp/0010www.gaido.jp/0010 ２０１３年 1/２0（日）まで

「蛇の道は蛇」「蛇蛇蛇ののの道道「蛇の道は蛇」
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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

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！

●種類：マルチーズ種類：マルチーズ
●特技特技：うるうるお目めのおねだりうるうるお目めのおねだり
●好き好き：走り回って運動した後のご飯！走り回って運動した後のご飯！

わっさわさふっかふかの我が家の愛され

末っ子です　　　　 飼い主：れぇちゃん

メールはこちらメールはこちら

来年のえとは巳。これに

ちなんで今浜市の曳山

博物館で「蛇の道は

蛇」と題する展示が行

われている。

昔から「蛇は家に住み、

家を守る」「蛇の皮を財布に入れるとお金に困らない」などといわれている。本

展では湖北の人たちにとって蛇がどのような存在だったかをテーマに展示が行

われている。

会場には芸北神楽の大蛇の他、

宮川祭の曳山の「雲竜図見送り

幕」も展示。「辰年を見送り、巳年

を迎える」趣向になっている。
（取材・前川）

曳山博物館 迎春の企画展 「蛇の道は蛇」
●会場：曳山博物館（長浜市元浜町１４‐８）

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

●休館日：１２/２８（金）～１/３（木）

●料金：大人６００円 小中生３００円
　　　　　　  小学生以下・市内の小中生（生徒手帳提示）・
　　　　　　　障害者とその介助者１人（手帳提示）は無料

●問い合わせ：曳山博物館/０７４９‐６５‐３３００

知恵と工夫がいっぱいテーマ展

吉野 彰吉野 彰吉野 彰

2013年
1/27（日）
まで

同時
開催

第92回
全国高校ラグビー大会
第92回
全国高校ラグビー大会

滋賀代表 光泉高校滋賀代表 光泉高校
1 回戦 12/28（金）
VS 群馬代表 太田高校

勝利へ向けて努力して参りますので、勝利へ向けて努力して参りますので、皆様の温かい様の温かい
ご声ご声援をよろしくお願いをよろしくお願い致します！　します！　（メンバ（メンバー一同）一同）

今年は全国ベスト８を目指し今年は全国ベスト８を目指し
ます！ 　　  ます！ 　　  （薬師寺利（薬師寺利弥監督弥監督）

12/27●開幕！！12/27●開幕！！木


