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有効期限 2013/4/26まで

Oh!Me1部につき２人まで有効
※ランチを注文の方に限る

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

ミニデザート
１つプレゼント
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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！

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

左から
薔薇クレマチス図花瓶、
花図レンズ豆形花瓶、
菊花図ライラック形花瓶、
睡蓮アイリス図花瓶
（すべてバルボティーヌ）

左から
薔薇クレマチス図花瓶、
花図レンズ豆形花瓶、
菊花図ライラック形花瓶、
睡蓮アイリス図花瓶
（すべてバルボティーヌ）

▲ 《ルソー》シリーズ
　 赤魚に雀図皿
▲ 《ルソー》シリーズ
　 赤魚に雀図皿

4月20日（土）ロードショー

桃太郎の連凧

シニアバスケットボールチーム RISE
★２００７年４月設立。会員数３０人。年齢層は３５～４８歳。

会社員、自営業者、医師、教師、職人などさまざまなメンバーが集まる。

毎週土曜日１９：００から練習中！
気軽に草津中学校体育館をのぞきに来てください。

富士山と紅白桜「山梨県」富士山と紅白桜「山梨県」
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 《パリの花》シリーズ 

▲

　　花文コンポート
 《パリの花》シリーズ 

▲

　　花文コンポート

  《ルソー》シリーズ ４人用のカジュアルセッティング  《ルソー》シリーズ ４人用のカジュアルセッティング  《ルソー》シリーズ ４人用のカジュアルセッティング

▲▲▲ ▲▲《ルソー》シリーズ《ルソー》シリーズ
赤魚に雀図皿赤魚に雀図皿

2013年（平成2
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甲賀市
県立陶芸の森
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315

uchi
cafe*

雄琴ＩＣ口

レークピア
南口

北雄琴

Ｊ
Ｒ
湖
西
線

お
ご
と
温
泉

琵
琶
湖

西
近
江
路

湖
西
道
路

アヤハ
ディオ

北大津高

雄琴小

161161

県立陶芸の森で「フランス印象派の陶磁

器1866～1886　ジャポニスムの成熟」

が開かれている。６月９日（日）まで。

同展は19世紀後半にフランスの陶磁器

メーカー・アビランド社で活躍した芸術

家のもので、日本など東洋の美術に影

響を受けた印象派の陶磁器など

約150点が展示されている。

中でも、葛飾北斎の「北斎漫画」に登場する

動植物をモチーフにした皿などは、印象派

絵画の構図や光の取り込み方がされていて、

北大津高校正門前にある「uchicafe *」

は、店長のはまさきえり子さんが、自

宅ガレージを改装して一昨年オープン

した店。旬の野菜をたっぷり使った手

作りの料理が評判だ。

今回紹介するのは

　【uchicafe *ランチ】（1180円）
　・おかず３種　・スープ　・サラダ
　・焼きたてパン or 雑穀ごはん
　・ドリンク

ランチは和食や洋食などの週

替わりで、取材日はキッシュや

豚の肩ロースソテーの洋食メ

ニューをいただいた（内容は

ブログにて毎週お知らせ）。

ソテーはジューシーで、ソース

と相性が抜群。国産小麦を使っ

●大津市仰木の里１‐２２‐３　●ＴＥＬ：０７７‐５１５‐４７３１

●定休日：日曜日、月曜日 ●駐車場：なし

●時間：１０：３０～１８：００（Ｌ.Ｏ.１７：００）
　　　　　　　※ランチは１１：３０～売り切れまで

http://uchicafe2011.blog.fc2.com/

※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

た自家製のパンもモチモチとした食

感で、いくつでも食べられそうだ。

おかずの種類が多く、いろいろなも

のが少しずついただけるのが楽し

い。400円追加すると、プチデザー

ト３種にミニソフトがついた「デ

ザートプレート」が付く。

「体の中から健康になれる

ようなものを食べていただ

きたいと思っています」と店

長のはまさきさん。

他にもハンバーグや卵、トマトが盛ら

れた「ロコモコ丼セット」（1080円）が人

気。席数が少ない

ので予約が

おすすめ。
（取材・澤井）
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▲ デザートプレート（＋400円）▲ デザートプレート（＋400円）

特別展　
「フランス印象派の陶磁器
  1866 ～1886 ジャポニスムの成熟」
●場所：県立陶芸の森　陶芸館（甲賀市信楽町勅旨２１８８‐７）

●時間：９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで） 

●料金：一般７００円 高大生５００円 中学生以下無料

●休館日：月曜日（４/２９、５/６開館、５/７振替休館）

●問い合わせ：県立陶芸の森/０７４８‐８３‐０９０９

日本美術の影響を受けた
19世紀後半のフランス陶磁器
日本美術の影響を受けた
19世紀後半のフランス陶磁器
日本美術の影響を受けた
19世紀後半のフランス陶磁器

野菜野菜たっぷりたっぷりの手作手作りランチランチ野菜野菜たっぷりたっぷりの手作手作りランチランチ

uchicafe*uchicafe*

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

メールはこちらメールはこちら

わがわが家のペット自慢

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！

●小太小太郎：パグ ７パグ ７歳 オス オス
●心：トイプードル ２心：トイプードル ２歳 オス オス
●性格：性格：人が好きな小太人が好きな小太郎と
             人見知りな心です。             人見知りな心です。

毎日窓の外をながめてワンワンパト
ロール♪いつも仲良くペアルックです。

飼い主：ひろとママ

コスモス滋賀主催 市民公開講座

高齢期の人生設計
草　津

【講師】社会福祉士・佐藤伸隆氏

●場所：草津市立市民交流プラザ 中会議室（草津市野路１‐１５‐５ フェリエ南草津５Ｆ）

●時間：１４：００～１５：３０　●料金：参加無料 ※完全予約制　

●備考：講演終了後、成年後見制度・遺言・相続の無料相談会を開催

●申し込み・問い合わせ：しかない行政書士事務所/０７７‐５４９‐３６０６

4/14
（日）

4/14
（日）

4/20
（土）

1930 ～ 50年代のスウィング・ジャズ名曲、定番曲を中心に演奏するスペシャル・ライブ

【出演】キングコロンビア

【曲目】Jump For Joy、Tequila、Bunchy Boogie、Snake Hip （白昼の襲撃から）、

　　　I Wanna Be Like You、Sing Sing Sing、Johnny C.Bad、Jam Up、

　　　嵐を呼ぶ男(映画「嵐を呼ぶ男」のテーマ)他

●場所：ひこね市文化プラザ メッセホール
　　　　　　　（彦根市野瀬町１８７‐４）

●開演：１７：００（開場１６：００）　

●料金：一般３,０００円 学生５００円

　　　　　　　(全席自由・スタンディング）

●備考：１６：００からフードやドリンクを販売。

　　　　　　　ライブ中も飲食ＯＫ！

●問い合わせ：ひこね市文化プラザチケットセンター/０７４９‐２７‐５２００

メッセ・ライブvol.2 
スウィング・ジャズ・ナイト by KING COLUMBIA

彦　根

ラ  イ  フ  プ  ラ  ン

プロムナード・コンサート
旭化成守山混声合唱団

守　山

フルートやピアノの演奏と合唱のコンサート

【出演】旭化成守山混声合唱団

【曲目】混声合唱組曲「水のいのち」より 他

●場所：守山市民ホール 正面玄関ロビー（守山市三宅町１２５）

●開演：１７：００ ●料金：鑑賞無料　●問い合わせ：守山市民ホール/０７７‐５８３‐２５３２

■彦根ビバシティシネマ 
■水口・大津アレックスシネマ
■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　

上映案内上映案内
www.gaido.jp/0www.gaido.jp/0010www.gaido.jp/0010 詳しくは www.gaido.jp/spo
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◆時間：毎週土曜日　
　　　　　　　１９：００～２１：３０
◆場所：草津市立
　　　　　　　草津中学校体育館
　　　　　　 （草津市草津２‐１６‐８）
◆年会費：２,５００円
◆持ち物：動きやすい服装、
　　　　　　　　　バスケットボールシューズ、
　　　　　　　　　タオル、飲み物

シニアバスケットボールチーム
草津市に拠点をおくシニアバスケットボールチーム「RISE」は、

メンバーが35歳以上のバスケットボールチーム。

「RISE」とは、「上昇する」という意味で、いつまでも向上心を忘

れないようにと、バスケットボール好きのメンバー 30人が集ま

り、毎週土曜日の夜に草津中学校体育館で練習している。

ウォーミングアップのあと、シュート練習、３on３、そして試合

さながらのゲーム形式の練習と、内容は濃い。

公式戦や合同練習会なども積極的に行っており、他チー

ムとの交流も盛んだ。

興味のある人は直接、草津中学校体育館

まで足を運んでみてほしい。（取材・安積）

楽しむだけでなく、向上心も旺盛！
  ～NO BASKETBALL　NO LIFE.～

「バスケはハードなスポー

ツですが、テクニックで

カバーできるところが魅

力です。将来は滋賀初のシ

ニアリーグを設立し、生涯ス

ポーツとして長く楽しんでいけ

たらと思っています。ぜひ練習を

見に来てください」

（ＲＩＳＥ代表・小寺英行さん）
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草津市

ヴォーリズ建築特別公開近江八幡

２棟のヴォーリズ建築の一部を特別公開

●場所：アンドリュース記念館（近江八幡市為心町中３１）
　　　　　　　ウォーターハウス記念館（近江八幡市池田町５‐２１） 

●時間：１０：００～１６：００　※土日祝のみ開催

●料金：２館で３００円（１館のみは２００円）

●備考：見学可能エリアは次のとおり

　　　　　　　【アンドリュース記念館】 １Ｆ：祈りの部屋

　　　　　　　【ウォーターハウス記念館】１Ｆ：リビングルーム・ダイニングルーム、２Ｆ：居室３部屋

●問い合わせ：近江八幡観光物産協会/０７４８‐３２‐７００３

4/13
（土）

湖南市 さくらまつり湖　南

約1,000本の桜があるにごり池で、湖国十二坊太鼓の披露や吹奏楽部

による演奏、大声コンテスト、移動動物園などイベント盛りだくさん

●場所：にごり池自然公園 （湖南市大池町）

●時間：１０：００～１５：３０ ※雨天中止、小雨決行　●料金：入場無料

●備考：三雲駅より無料シャトルバスを運行

●問い合わせ：湖南市商工会青年部/０７４８‐７２‐００３８

開催中
▼

5/6
（月・休）

岡山茂樹 写真展 「日本の名桜」大　津

日本の桜をテーマに全国の名桜の作品44点を展示

●場所：カフェ＆ギャラリーｋａｚｅ（大津市葛川木戸口町８２） 

●時間：９：３０～１８：００ ※土日祝のみ開催 ●料金：入場無料

●問い合わせ：カフェ＆ギャラリーｋａｚｅ/０７７‐５９９‐２１３２

開催中
▼

4/29
（月・祝）

RISE

新しい美術の流行がいち早く陶磁器にも取り入れられて

いたことがわかる。

「印象派時代の陶磁器が日本で系統的に紹介され

るのは初めてです」と学芸員の三浦弘子さん。

食環境プロデューサー・木村ふみさんの作

品を使ったテーブルセッティングも展示され

ている。（取材・福本）


