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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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Cafe 大津高

平野小

長浜城歴史博物館

で「長浜ゆかりの

ひな人形展」が開

かれている。３月

10日（日）まで。

同展では長浜の大通寺に嫁いだ彦根藩主・井伊直弼の七女・砂千代のひな人形

と婚礼道具や、長浜の商家・四居家の御殿雛など20点が展示されている。

砂千代ゆかりの婚礼道具と、ひな人形の道具を見比べてみると「黒塗りに金の

唐草模様」「金の金具の外見や牡丹花のあしらい」「道具ぞろえ」などがとてもよく

似ている。これは、ひな人形が女児の「ごっこ遊び」やしつけのために使われて

いたからだといわれている。

一方、四居家の御殿雛は、寝殿造りの御殿に人形や調度品があしらわれており、

御殿の屋根も檜皮葺のように着色されてい

る。さらに、長押や渡り廊下の壁面には鶴

松図が細かく描かれている。

豪華なひな飾りで一足早い春を

楽しみたい。（取材・高原）

３月17日（日）、浅井文化ホールで映画「うまれる」の上

映会が行われる。

「子どもは親を選んで生まれてくる」という胎内記憶をモ

チーフに、命を見つめる４組の夫婦の物語を通して、自

分たちが生まれてきた意味や家族の絆、命の大切さ、

人とのつながりを考えるドキュメンタリー映画。

テーマ展 「雛と雛道具」彦　根

井伊家13代直弼の愛娘弥千代の雛と大ぞろいの雛道具を、地元の旧家に伝来した

古今雛や御殿飾りなどとともに公開

●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：大人５００円　小中生２５０円 ●問い合わせ：彦根城博物館/０７４９‐２２‐６１００

西教寺 「雛人形展」大　津

江戸時代から現在までのさまざまな雛人形を展示。3月3日には人形供養を行う

●場所：西教寺（大津市坂本５‐１３‐１） ●時間：９：００～１６：３０

●料金：高校生以上４００円 中学生３００円 小学生２００円　

●備考：「雛御膳」（期間限定料理）１人２,０００円（要予約、拝観料込）

●問い合わせ：西教寺/０７７‐５７８‐００１３

開催中
▼

3/3
（日）

開催中
▼

3/5
（火）

Fragment. 川村憲太展愛　荘

多賀町に事務所を構える写真家・川村憲太の個展

●場所：愛知川駅コミュニティハウス るーぶる愛知川

　　　　　　（愛知郡愛荘町市８９５‐３）

●時間：８：００～１７：００（最終日は１２：００まで）

●料金：鑑賞無料

●問い合わせ：愛知川駅コミュニティハウス るーぶる愛知川/

　　　　　　　　　　　 ０７４９‐４２‐８４４４

開催中
▼

3/8
（金）

にんげん雛まつり東近江

観光大使や地元学生たちがお雛様に扮して出迎えてくれる

●場所：五個荘近江商人屋敷 外村繁邸

　　　　　　（東近江市五個荘金堂町）

●時間：１０：００～１１：３０、１３：３０～１５：００

●料金：近江商人屋敷３館共通券

　　　　　　　　（中江準五郎邸、外村宇兵衛邸、外村繁邸）

　　　　　　　大人６００円　小中生３００円

●備考：三人官女の甘酒サービス、

　　　　　　　小学生以下の子どもに雛あられプレゼント

●問い合わせ：東近江市観光協会/０７４８‐４８‐２１００

2/22
（金）
▼
3/10
（日）

2/23
（土）
・
2/24
（日）

大掘出物市2013近江八幡

水茎焼のアウトレット品や試作品が通常販売価格の半額

で買える

●場所：水茎焼陶芸の里（近江八幡市中之庄町６２０）

●時間：９：００～１９：００　●料金：入場無料

●休館日：水曜日（団体予約の場合は無休）

●備考：期間中にカフェレストランでうどんかそばを

　　　　　　　ご注文の方に、「プチ和スイーツ」を進呈

●問い合わせ：水茎焼陶芸の里/０７４８‐３３‐１３４５

能面公募公演「天鼓」大　津

一般公募から能役者によって選ばれた「面」を使用する

能面公募公演

【出演】シテ 浦部幸裕

●場所：大津市伝統芸能会館　能楽ホール 

　　　　　　（大津市園城寺町２４６‐２４） 

●開演：１４：００（開場１３：３０）

●料金：正面指定席４,０００円 自由席３,５００円 

●備考：未就学児の入場不可

●問い合わせ：大津市伝統芸能会館/０７７‐５２７‐５２３６ 

3/2
（土）
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JR膳所駅前の「やまだ屋Cafe」は、創業55年の老舗

ケーキ店が経営する懐かしい雰囲気のカフェ。喫

茶と作りたてのケーキが味わえる。

一番人気は、冬季限定のチョコレートケーキ「石だ

たみ」（380円、３月中旬ごろまで販売）。他にも、添

加物を使わずカロリーや甘さを押さえたケーキな

どがある。

300円以上のケーキと、ドリンクをセットで注文する

と100円値引きされる。

コーヒーも充実しており、「スペシャルティーコーヒ

ー」（400円）は豆の味がしっかりしていると評判。月

替わりでいろいろな国のコーヒーの味が楽しめる

のがうれしい。

「長い歴史を守りながら、少しずつお客様のニーズ

にお応えしています。時間を気にせずにごゆっくりお

過ごしください」とCafeリーダーの八田明子さん。

この他、ボリュームのある定食など、食事も楽しめる。
　　　　　　　　　　　（取材・立岡）

大津市　やまだ屋Cafe

老舗ケーキ店が経営する
懐かしさ漂うカフェ
老舗ケーキ店が経営する
懐かしさ漂うカフェ

はった  あき  こ

やまだ屋Cafｅ
●大津市馬場２‐９‐１ 

●ＴＥＬ：０７７‐５２６‐１０４７

●定休日：月曜日

　　　　　　　　 （祝日の場合は翌日）

●時間：１１：００～１９：００（Ｌ.Ｏ.１８：３０）

　　　　　　（ランチ：１１：００～１４：００）

●駐車場：膳所駅前市営駐車場
　　　　　　　　　　（１,０００円以上の
　　　　　　　　　　　　利用で１時間無料）

※２０人から貸切ＯＫ
　 　　　　　（７０人まで）

企画展

「長浜ゆかりのひな人形展」
●場所：長浜城歴史博物館 ３Ｆ展示室（長浜市公園町１０‐１０）

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで） 

●休館日：会期中無休

●料金：大人４００円 小中生２００円

●問い合わせ：長浜城歴史博物館/０７４９‐６３‐４６１１

●場所：浅井文化ホール　大ホール（長浜市内保町２５００）

●時間：【ママさんタイム】１０：００～（開場９：３０）※小さな子どもと一緒に鑑賞可

　　　　　　　【一般上映】１３：３０～（開場１３：００）※託児サービスあり（事前予約制）

●料金：一般前売り８００円当日９５０円　高校生以下前売り・当日５００円

　　　　　　　小学生以下無料　（全席自由・各回３００人）

●問い合わせ：映画「うまれる」長浜上映実行委員会　事務局/０７４９‐６２‐５３１３

▲ 今日のひな人形に連なる「古今雛」

Cafeリーダーの
八田明子さん
Cafeリーダーの
八田明子さん

▲プリンアラクレーム
（330円）

▲プリンアラクレーム
（330円）

▲プリンアラクレーム
（330円）

御殿雛御殿雛御殿雛

焼きドーナツと石だたみプレート
～バニラアイス添え～　（650円）
焼きドーナツと石だたみプレート
～バニラアイス添え～　（650円）
焼きドーナツと石だたみプレート
～バニラアイス添え～　（650円）
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「長浜ゆかりのひな人形展」「長浜ゆかりのひな人形展」「長浜ゆかりのひな人形展」

井伊直弼井伊直弼のの七女・砂千代七女・砂千代ののひな人形ひな人形などなど井伊直弼の七女・砂千代のひな人形など井伊直弼の七女・砂千代のひな人形など

【写真】2011年の公演「鮒ずしの憂うつ」　撮影：西岡千春

「おうみ狂言図鑑2013」「おうみ狂言図鑑2013」

映画「うまれる」上映会映画「うまれる」上映会

近江の特産品が、狂言のネタに！

「おうみ狂言図鑑2013」が、３月８日（金）、10日（日）、23日（土）、県内

の３会場で開かれる。

これは狂言をもっと多くの人に楽しんでもらおうと、鮒ずし、近江牛、信

楽焼のタヌキなど、滋賀の特産品を話のネタにした創作狂言の公演。

今回は大好評だった前回の続編で、「続・鮒ずしの憂うつ～でっち羊羹の

陰謀」。出演は狂言の名門・大蔵流茂山家。

タイトルだけでも面白そうだ。そのストー

リーは以下の通り。

「近江の名産品としてナンバーワンの地位

を確立して得意になる鮒ずし。しかし、その臭いがゆえに女性にもてないのが

悩みの種……そんな鮒ずしに、でっち羊羹がひと泡吹かせてやろうとたくらむ。

そして、さらに赤こんにゃくも加わる」というもの。

今回は続編だが、前回を見ていない人でも楽しめる内容になっている。さらに

演者が鮒ずしや、でっち羊羹などのかぶり物をしているので、観客に分かりや

すくなっている。

会場ごとに同時上演される古典演目が違うので、それぞれの会場で何度見ても

楽しめるようになっているという。（取材・福本）

ようかん

ふな

主なMenu
★スペシャルティーコーヒー　
　　　　　　　　　　　　　　  （月替わり）
　　　　　　　　　　　　　　　　　４００円

★石だたみ（冬季限定メニュー）
　　　　　　　　　　　　　　　　　３８０円

★ケーキセット
　　　３００円以上のケーキとドリンク　
　　　のセットでドリンク１００円引き

★おひるごはんセット
　 　　　　　　（１日限定１０食の定食）
　　　　　　　　　　　　　　　　　９８０円
　　ドリンクセット　　　 １,１３０円
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プレゼント

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問い合わせ
県立文化産業交流会館/０７４９‐５２‐５１１１

彦  根
3/8
（金）

●開演：１８：３０（開場：１８：００）

●会場：みずほ文化センター（彦根市田原町１１）

●古典演目：「二人袴」「太刀奪」
ふたりばかま た  ちうばい

東近江
3/10
（日）

●開演：１４：００（開場：１３：３０）

●会場：てんびんの里文化学習センター

　　　　　　 （東近江市五個荘竜田町５８３）

●古典演目：「蝸牛」「水掛聟」
かぎゅう みずかけむこ

日  野
3/23
（土）

●開演：１４：００（開場：１３：３０）

●会場：日野町町民会館わたむきホール虹

　　　　　　（蒲生郡日野町大字松尾１６６１）

●古典演目：「腰祈」「無布施経」
こしいのり ふせないきょう

おうみ狂言図鑑2013
●新作狂言（共通）：「続・鮒ずしの憂うつ～でっち羊羹の陰謀」

●料金（各回）：一般２,０００円 １８歳以下１,０００円

詳  細 　http://umarerudaidai.jimdo.com 

3/10
（日）まで


