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近江八幡駅前中小森町

小船木町

八木町 桜宮町

中村町

大房

4月上旬～ 4月中旬
桜のほか、園内に植えら
れたさまざまな植物たち
が花を咲かせる

◆彦根市開出今町

◆彦根市役所 都市計画課/
　　０７４９‐３０‐６１２４

4月上旬～ 4月中旬
ソメイヨシノを中心に約700本の桜が
ある。長浜城の天守閣（展望台）から
見る眺めは壮 観。「日本さくら名所
100選」にも選ばれている

◆長浜市公園町
◆長浜市役所 都市計画課/０７４９‐６２‐４１１１

4月上旬～ 4月中旬
大津城の一部を移して築い
た膳所城の本丸跡。現在は
公園として整備され、ヤマザ
クラやソメイヨシノなど、約
150本の桜がある

◆大津市本丸町７

◆大津駅観光案内所/

　　０７７‐５２２‐３８３０

3月下旬～ 4月上旬
子どもの広場には無料の遊具が盛りだくさん。
園内の至るところに桜の木がある

◆草津市矢橋町２１０８

◆備考：公園は入場無料、一部有料施設有り

◆矢橋帰帆島公園総合案内/０７７‐５６７‐１９６９
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ののおでかけでかけのおでかけでかけ
今回は、県内の桜のある公園をピックアップ。今回は、県内の桜のある公園をピックアップ。
お弁当を持ってみんなでお花見に行こう！お弁当を持ってみんなでお花見に行こう！

近江八幡市牧町の喫茶

店「SASUKE」は、名古屋生まれの「あん

かけパスタ」が楽しめる店。

ログハウス調の店内にはオーダー

メードのテーブルや椅子がゆったりと

置かれていて、窓から三上山や比叡

山を望むことができる。

今回紹介するのは

　【あんかけパスタ】（700円）
　※サラダ付き

パスタにかけるあんは「シーフード」、「ツ

ナと玉子」、野菜がたっぷり入った「カン

●近江八幡市牧町２５８６‐３ ●ＴＥＬ：０７４８‐３１‐３５５７

●定休日：水曜日 ●駐車場：１５台

●時間：８：００～１８：００（モーニング８：００～１０：００）

※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

トリー」の３種類から選べ、取

材日は「ツナと玉子」を選んだ。

あんはブラックペッパーの効

いたケチャップがベースに

なっており、パンチが効いた

味。これにマヨネーズを少し

からませると美しい桜色にな

り、味もマイルドになる。

パスタは太めでボリュームたっぷり。

「あんかけパスタ」が食べられる店は、滋

賀ではまだ珍しく、これ目当ての客も多い。

「八幡堀などのお花見スポットが近くにあ

ります。ぜひお立ち寄りください」とオー

ナーの濱田紀代子さん。

店で焼いているクロワッサンの

サンドイッチも人気だ。
（取材・原田）
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珍しい「あんかけパスタ」
　　のランチ 
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のランチ ランチ 

SASUKE

キャラ弁レシピキャラ弁レシピ

みんなで

つくろう！

ウインナーのお花
●ウインナーの先端に放射状に

切りこみを入れ、炒める

　　※炒めるｏｒゆでるはお好みで

●お弁当箱の高さに合わせて切り、

真ん中にコーンを載せる

ハムのお花
●ハムを半分に折って切りこみ

を入れ、反対側を切り落とす

●端から巻いて、乾燥パスタを刺して留める

　　※ピックで留めてもＯＫ

各おにぎりの顔のパーツは焼きのりを使うと扱

いやすい。貼り付けるときはピンセットか少し

濡らした爪楊枝の先でくっつけると載せやすい

乾燥パスタは食べる頃には水分を吸っ

てやわらかくなる。切ったちくわの穴

に詰めると安定する

髪の毛はのりに数カ所切り込みを入れると貼り

付けやすい。ほっぺはマヨネーズを接着剤代わ

りにすると崩れにくい

オーちゃんおにぎり
●【顔】鮭フレークをよく混ぜたご飯

で、楕円形のおにぎりを作る

●【髪の毛】写真のようにのりを切る。おにぎりに

貼り付け、ラップで包んでしばらくなじませる

●【顔のパーツ】のりをはさみで切って貼り付ける

●【ほっぺ】ゆでたニンジンを型抜きして乗せる

　　　　　　　※型はストローで代用できる

ミーちゃんおにぎり
●【顔】塩ご飯で楕円形のおにぎりを作

り、上の部分をつまんで耳の形にする

●【顔の模様】チェダーチーズを切って載せる

　　※薄焼き卵でもＯＫ

●【顔のパーツ】のりをはさみで切って貼り付ける

●【ひげ】揚げたパスタを適当な長さに折って刺す

ハートの卵焼き
●卵焼き一切れを断面を

上にして、斜めに切る

●片方を裏返して、ケ

チャップでハートを描く

▲ 写真は「カフェ・モカ」（＋300円）と
　「ミニパン」が含まれています

プレゼントの「ミニパン」 

▲

（味は日替わり、写真はストロベリー）
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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
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！

お風呂大好き。「爪切りするからおいで～」
と言うとやってくる、とっても賢い子

           　　　　　              　　飼い主：くみ

メールはこちらメールはこちら

4月上旬～4月中旬
近江富士（三上山）の東
山麓にある森林公園。
近江富士と桜のコラボ
レーションが美しい

◆野洲市三上５１９　

◆時間：９：００～１７：００、

          月曜休園

◆近江富士花緑公園/

   ０７７‐５８６‐１９３０

3月下旬～ 4月中旬
小高い山（延命山）を利用した公園で、ソメイヨ
シノ約1000本が植えられている。山の上から
は八日市の町並みが見渡せる

◆東近江市八日市松尾町３、八日市清水２

◆東近江市観光協会/０７４８‐４８‐２１００

3月下旬～ 4月上旬
ソメイヨシノ約500本が植え
られている。どこまでも続く
桜のトンネルは絶景

◆守山市笠原町（野洲川堤防）

◆守山市観光物産協会/

　　０７７‐５８２‐１２６６

笠原桜公園

近江富士花緑公園

膳
所
城
跡
公
園

矢橋帰帆島公園

庄
堺
公
園

桜
特
集

桜
特
集

元気いっぱいいっぱい遊ぼうぼう♪

●種類：種類：雑種 種 ●性別：メス 性別：メス ●年齢：15：15歳
●好きなもの好きなもの：ピンク色のもの、ピンク色のもの、

　　　　　 　　　　　  かつおぶし、ヨーグルトかつおぶし、ヨーグルト

つまよう じ


