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初夏の花畑

※ゴンドラは現在
　運行されていません。
※ゴンドラは現在
　運行されていません。

コキンバイコキンバイ

花崗岩風呂花崗岩風呂

薬草の蒸し風呂薬草の蒸し風呂薬草の蒸し風呂

国道365号線

いぶき定食 ▼

　（1200円）

石臼石臼石臼

イブキシモツケイブキシモツケ

姉
川

Birthday
Smile

Birthday
Smile

長谷部琳音ちゃん長谷部琳音ちゃん
は　 せ　 べ　 り　おんは　 せ　 べ　 り　おん

大久保龍羽くん大久保龍羽くん
おお く　ぼ りゅう はおお く　ぼ りゅう は

多々納希咲ちゃん多々納希咲ちゃん
た　た　の　 き　さきた　た　の　 き　さき

岩﨑亮太くん岩﨑亮太くん
いわさきりょうたいわさきりょうた

１２.５.３１生まれ　１歳

「１歳おめでとう。たくましく

大きくなあれ！」（祖父母より）

０９.５.１１生まれ　４歳

「４歳おめでとう！元気いっぱ

い幼稚園に通おうね」（母より）

１２.５.７生まれ　１歳

「祝１歳！いっぱい一緒に

遊ぼうね」（父母より）

昊輝くん昊輝くん
こう  きこう  き

０８.５.７生まれ　５歳

「しっかり者の小さなお母さ

ん。いつもありがとね」（母より）

眞嵜志歩ちゃん眞嵜志歩ちゃん
ま　ざき し　 ほま　ざき し　 ほ

浅田結萌ちゃん浅田結萌ちゃん
あさ  だ　ゆ　 めあさ  だ　ゆ　 め

１２.５.３１生まれ　１歳

「ゆめちゃん、お誕生日お

めでとう」（母より）

１２.５.１５生まれ　１歳

「１歳おめでとう！みんな志歩

が大好きだよ☆」（父母より）

仲田 丞くん仲田 丞くん
な か  た   たすくな か  た   たすく

赤松洵奈ちゃん赤松洵奈ちゃん
あかまつじゅん なあかまつじゅん な

森下 湊くん森下 湊くん
もりした  みなともりした  みなと

種村智菜ちゃん種村智菜ちゃん
たね むら  ち   なたね むら  ち   な

村田ひよりちゃん村田ひよりちゃん
むら  たむら  た

０７.５.２０生まれ　６歳

「今年は年長さんです。いつもの

パワーで頑張ってね」（祖母より）

１０.５.６生まれ　３歳

「ひーちゃんの明るい笑顔

が大好きだよ☆」（母より）

１０.５.２３生まれ　３歳

「キラキラ輝く笑顔は、最

高の宝物だよ！」（母より）

１２.５.３０生まれ　１歳

「パパ・ママ・じいじ・ばあば

みんなの宝物！！」（父母より）

井口晄汰くん井口晄汰くん
い  ぐちこう  たい  ぐちこう  た

０８.５.２３生まれ　５歳

「元気いっぱい笑顔いっぱいの１

年になりますように！ ！」（父母より）

１１.５.２５生まれ　２歳

「いっぱい食べてすくすく

育ってね」（父母より）

三俣奈月ちゃん三俣奈月ちゃん
みつ また　な  つきみつ また　な  つき

長山 愛ちゃん長山 愛ちゃん
ながやま　あいながやま　あい

０９.５.１生まれ　４歳

「愛ちゃんの成長はパパとマ

マの自慢です！！」（父母より）

１２.５.７生まれ　１歳

「最高の笑顔☆みんな奈

月が大好きです」（父母より）

５月５月お誕生日おめでとう♪５月５月Birthday  SmileBirthday  SmileBirthday  Smile

平松琉空くん平松琉空くん
ひらまつ  り   くひらまつ  り   く

０９.５.２１生まれ　４歳 １１.５.７生まれ　２歳

「元気にすくすく仲良く育ってね」（母より）

★前日の２０：００までに要予約

伊吹山散策伊吹山散策

若いぶき若いぶき

伊吹山文化資料館伊吹山文化資料館

ミルクファーム伊吹ミルクファーム伊吹伊吹の里 旬彩の森伊吹の里 旬彩の森

いぶき薬草湯

伊吹山パラグライダースクール伊吹山パラグライダースクール

名前（フリガナ）、性別、年齢、生年月日
（西暦）、メッセージ（２０字程度）、応募者
の名前（続柄）、郵便番号・住所、電話
番号を明記の上、写真（Ｌサイズ以上）
を同封して下記までお送りください。

※６歳の誕生日

　（小学生未満）まで

〒５２０‐０８０６
大津市打出浜３‐１６
毎日新聞専売会事務局

「バースデースマイル」係

７月生まれのお友達募集！

締め切り：5月31日必着

滋賀県と岐阜県をまたぐ伊吹山は、標高1,377㍍

の滋賀県最高峰の山。日本百名山などに選ばれ

ているこの山は、さまざまな高山植物が自生し、

季節ごとに異なる表情を見せてくれる。

これから夏にかけては「コキンバイ」や「イブキシ

モツケ」などが見ごろを迎える。

★岐阜方面からはドライブウェイがおすすめ！！

【伊吹山ドライブウェイ】
●時間：春季は８：００～２０：００（入場は１８：００まで）

●料金：軽・普通自動車３,０００円（往復、駐車料込み）

●問い合わせ：日本自動車株式会社　

　　　　　　　　　　　　　伊吹山ドライブウェイ事業部/０５８４‐４３‐１１５５

伊吹山で採れる山菜の天ぷらが入った「い

ぶき定食」（1200円）や、注文を受けてい

けすから捕ってくる新鮮なイワナを使っ

た「塩焼定食」（1580円）など、伊吹山な

らではの山の幸が食べられる。

●住所：米原市伊吹１８４０　●時間：１０：００～２０：００ ●定休日：火曜日

●問い合わせ：若いぶき/０７４９‐５８‐８０８０

伊吹の新鮮な野菜や果物が並ぶ

道の駅「伊吹の里 旬彩の森」には、

伊吹の特産品「伊吹大根」を使った

オリジナルドレッシングがある。

伊吹大根のおろしをブレンドした、ピ

リッとした辛みがたまらないドレッシン

グはお土産におすすめ！

●住所：米原市伊吹１７３２‐１

●時間：９：３０～１７：００

●定休日：４～１２月は年中無休、 １～３月は木曜日定休

●問い合わせ：伊吹の里 旬彩の森/０７４９‐５８‐０３９０

「伊吹牛乳」をふんだんに使った

「手作りジェラート」（300円～）

がおすすめ。ほどよい甘さと

コクがあり、バニラやブルー

ベリーなど種類も豊富。

伊吹牛乳の製造工程を見学す

ることもできる。

●住所：米原市伊吹８０

●時間：８：００～１７：００ ●定休日：年中無休

●問い合わせ：ミルクファーム伊吹/

　　　　　　　　　　　　　０７４９‐５８‐００４９

伊吹山の広大な自然を目の前に、パラグライダーに

挑戦することができる。

インストラクターが丁寧に教えてくれるので初心者で

も安心。コースは１日・半日から選べるので、伊吹の

観光を楽しみたい人も気軽に体験できる。

●集合場所：伊吹山ゴンドラのりば前（米原市上野１４８８‐２）

●料金：【半日体験】４,０００円 【１日体験】７,０００円

　　　　　　　（別途保険料・エリア代１,０００円）　

●対象：小学生以上

●持ち物：動きやすい服装（下記参照）、タオル、軍手、

　　　　　　　　　飲み物、健康保険証（コピー可）、着替え

●予約・問い合わせ：ブルースカイ/０７４９‐５８‐１３８２

薬草の香りが広がる薬草湯は、ヨモギを中心にシャ

クヤクやハッカなど７種類の薬草を使い、疲労回

復はもちろん、冷え症や腰痛などにも効果がある。

また、屋外にある１枚岩でできた花崗岩風呂は、日

本最大級の大きさを誇る。

●住所：米原市春照３７

　　　　　　　（伊吹薬草の里文化センター内）

●時間：１２：３０～１９：３０（入場は１９：１５まで）

●料金：大人５００円 小学生以下２５０円 ３歳未満無料

●休館日：月曜日（祝日開館）、

　　　　　　　　　祝日の翌日（土・日曜日の場合は開館）、１２/２９～１/３

●問い合わせ：伊吹薬草の里文化センター/０７４９‐５８‐０１０５

伊吹山の自然・考古・歴史・民俗に関する資料

を、４つのテーマごとに展示している。

「薬草の蒸し風呂」や伊吹山で発見されたウ

ミユリの化石などがあり、伊吹に住む人々の

昔の暮らしの様子や、伊吹

山の歴史を知ることができる。

●住所：米原市春照７７ 

●時間：９：００～１７：００

　　　　　　　（入館は１６：３０まで）

●料金：一般２００円

　　　　　　  中学生以下１００円

●休館日：月曜日（祝日開館）、

　　　　　　　　　祝日の翌日

●問い合わせ：伊吹山文化資料館/

　　　　　　　　　　　　　０７４９‐５８‐０２５２

伊吹山とその周辺には
おすすめスポットが満載！
遊んで、学んで、食べて、
新緑の伊吹を満喫しよう

伊吹山とその周辺には
おすすめスポットが満載！
遊んで、学んで、食べて、
新緑の伊吹を満喫しよう

【右】伊吹大根おろしドレッシング（480円）
【左】米原の赤丸かぶドレッシング（500円）

服装について
ウ エ ア：汚れてもいいもの。
　　　 　上はトレーナーや長袖シャツ、下はジーパンでもOK！
グローブ：手袋や軍手でOK！
シューズ：履きなれた靴、またはトレッキングシューズ。ハイカット
　　　　 のものは、足首をしっかりガードしてくれるのでおすすめ！
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新
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新
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伊吹山伊吹山伊吹山伊吹山伊吹山伊吹山
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伊吹山

登山口

伊吹山
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山頂に

スカイテラス伊吹山が

New OPEN！！

山頂に

スカイテラス伊吹山が

New OPEN！！


