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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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毎　日　新　聞 2013年（平成25年）10月10日（木曜日）

10/19（土）ロードショー
貞子3D2 スマ4D版貞子3D2 スマ4D版

10/12（土）、13（日） 米原市 新幹線高速試験車両保存場

「HOゲージ（縮尺1/87）」の鉄道模型「HOゲージ（縮尺1/87）」の鉄道模型

「ED70形交流電気機関車」の運転席「ED70形交流電気機関車」の運転席

井筒屋   湖北のおはなし（1100円）井筒屋   湖北のおはなし（1100円）井筒屋   湖北のおはなし（1100円）

日）

南洋軒　
近江牛すき焼き弁当（1260円）
南洋軒　
近江牛すき焼き弁当（1260円）
南洋軒　
近江牛すき焼き弁当（1260円）

©2013『貞子3D2』製作委員会©2013『貞子3D2』製作委員会©2013『貞子3D2』製作委員会

長浜市  長浜鉄道スクエア

行って 見て 触って…楽しもう！
「長浜鉄道スクエア」
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行って 見て 触って…楽しもう！
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D51形蒸気機関車D51形蒸気機関車

米　

原
8

234

329
下多良

米原駅西口

市役所
米原庁舎

至琵琶湖
←

至
彦
根→

至
長
浜

←

近
江
鉄
道

J
R
東
海
道
線

J
R
東
海
道
線

J
R
東
海
道
線

東
海
道
新
幹
線

平和堂

米原市役所前

新幹線高速
試験車両
保存場

長
浜

長浜文化
芸術会館 港町市民

プール前長浜
ロイヤルホテル

琵
琶
湖

大三六堀川

Ｊ
Ｒ
北
陸
線

公園町南

湖岸道路
←至高月町

至彦根→

　
←至

木
ノ
本

至
彦
根
→

長浜鉄道
スクエア

長浜市民
プール

長浜城

豊公園

長
浜　
　
　
　

シ
ョ
ッ
パ
ー
ズ

ス
ク
エ
ア

10月12日（土）と13日（日）、JR米原駅か

ら徒歩５分のところにある鉄道総合技

術研究所の「新幹線高速試験車両保存

場」が一般公開される。

高速試験車両とは、高速車両の開発

のために作られた試験車両のこと。同

研究所には日本最高速度443㎞/hを記

録した「300X」と、「WIN350」「STAR21」

の３台の試験車両が保存されている。

通常、敷地内への立ち入りは厳禁だが、この２日間だけ一般公開され、車内

や運転席を見学することができる。記念写真もＯＫ。

「模擬店、グッズ販売、大声コンテストなどのイベントもあります。ぜひ、ご家

族でお越しください」と米原市商工観光

課の林佳織さん。

車両の中へ入るのに時間が掛かること

があるので、小さな子どもの見学は大人

が付き添うようにしてほしいとのこと。
（取材・藤井）

10/11
（金）
▼

10/15
（火）

10/19
（土）
・

10/20
（日）第２7回 大津矯正展大　津

滋賀刑務所に関する展示や刑務所作業製品の展示即売、バザーなど

●場所：大津パルコ（大津市打出浜１４‐３０）

●時間：１０：００～２０：３０ ※１５日（火）は１７：００まで ●料金：鑑賞無料

●備考：１０/１２（土）・１３（日）滋賀刑務所で施設見学を実施

●問い合わせ：滋賀刑務所/０７７‐５３７‐３２７１ 

10/13
（日）

平成25年度アートコラボレーション事業
ブリテン生誕100年 ヒンデミット＆プーランク没後50年 記念祭
BHPトライアングルセッション2013

大　津

20世紀を代表する３人の作曲家、ベンジャミン・ブリテン、パウル・ヒンデミット、フランシ

ス・プーランクの代表作品や埋もれた名作を紹介する。2日間で7公演開催

【10/19（土）】

・松田みゆき&千夏 姉妹ピアノ・デュオ

　「ヒンデミット＆プーランクの2台のピアノのためのソナタ」

・記念祭スペシャル六重奏 「ヒンデミット＆プーランクの室内楽(1)」 

・梅村憲子(ソプラノ) ヒンデミットの歌曲「マリアの生涯」より 

・西川茉利奈と仲間達 ブリテン＆ヒンデミットの弦楽四重奏 

【10/20（日）】

・西村静香(ピアノ) プーランクのピアノ・ソロ作品

・記念祭スペシャル・トリオ 「ヒンデミット＆プーランクの室内楽(2)」

・辻裕久(テノール) ブリテン歌曲集

●場所：しがぎんホール（大津市浜町１‐３８　滋賀銀行本店２Ｆ）

●時間：【１０/１９（土）】 １１：００～２０：００ 【１０/２０（日）】 １１：００～１８：００ 

●料金：【１公演】一般２,０００円　学生１,０００円　（全席自由）

　　　　　　　【２日間通し券(全７公演）】　一般１０,０００円　学生５,０００円 

　　　　　　　【１日券】１９日（土）一般６,０００円  ２０日（日）一般５,０００円 

●問い合わせ：しがぎん経済文化センター/０７７‐５２６‐００１１

外来魚駆除大会 in 琵琶湖草　津

ＪＲ草津駅で５年前に始まった

予約制のお弁当。

近江牛、玉ネギ、青ネギ、しらた

きが甘辛く煮込まれ、ご飯の上に

乗っていてボリューム満点、しかも

リーズナブル。同じタレでご飯が炊き

込まれているので時間が経っても味が

落ちないのが特徴だ。

「この弁当で気軽に近江牛を味わってく

ださい」と南洋軒弁当事業部の北野豊

明さん。

井筒屋
●住所：Ｊ Ｒ米原駅構内
　　　　　　 （米原市米原４７５）

●ＴＥＬ：０７４９‐５２‐０００６
　　 ５カ所の売店と臨時売店、
　　 西口にある直営店で、
　　 ８：３０から購入可

●ホームページ：http://www.izutsuya.cc

南洋軒
●ＴＥＬ：０７７‐５６４‐４６４９

　　（受付時間：９：００～１７：００）

●ホームページ：
　 http://www.nanyouken.co.jp

南洋軒 
コンコース売店
●住所：Ｊ Ｒ草津駅構内

　　　　　　 （草津市渋川町１‐１‐１６）

●時間：８：００～２０：００

予約は前日正午まで受けつけており１個

から予約可。駅構内の「南洋軒 コンコー

ス売店」で受け取れる。

ハーフサイズの「お手軽近江牛すき焼

き弁当」（500円）もあり、こちらは予約無

しで買うことができる。（取材・鋒山）

■彦根ビバシティシネマ
　　　場所：彦根市竹ヶ鼻町４３‐１　ビバシティ彦根３Ｆ
　　　問い合わせ：０７４９‐２６‐１００２
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ＪＲ米原駅
ＪＲ米原駅

・新幹線高速試験車両公開

　（300X、WIN350、STAR21）

・各種模擬店等の出店あり

・ミニＳＬ運行（予定）　など

●場所：新幹線高速試験車両保存場（米原市梅ヶ原）

●時間：１０：００～１６：００　●料金：入場無料

●問い合わせ：米原観光協会/０７４９‐５８‐２２２７

▲ 駅名標と
　のりば案内標
▲ 駅名標と
　のりば案内標
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ぜいたく弁当ぜいたく弁当

　　近江牛　　近江牛
 たっぷり たっぷりの
ぜいたく弁当ぜいたく弁当

販売開始以来、26年間続く人気ナン

バーワンのお弁当。昔懐かしい「おば

あちゃんの味」をコンセプトにしている。

メーンの鴨ローストは粒コショウがピ

リッと利いている。鶏肉のクワ焼き、出

し巻き卵のほか、小芋、赤コンニャクの

煮物、山ごぼう、赤カブ、ワケギと油揚

げのぬたなど山の幸が

ぎっしり詰まっている。

取材日のご飯は栗おこわ

だったが、春は山菜、夏は

枝豆、冬は黒豆と季節によっ

て変わる。

「弁当の中のサイコロは『ま

た、ご縁がありますように』と、

５の目を上にして入れていま

す。口なおしに中のあめをお

召し上がりください」と井筒屋

営業企画部総務課長の林秀行さん。

予約もできる。（取材・藤井）

2626年間年間続く人気人気の味
「湖北「湖北のおはなし」おはなし」
2626年間年間続く人気人気の味
「湖北「湖北のおはなし」おはなし」

最高速記録の新幹線最高速記録の新幹線最高速記録の新幹線
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定されている。

長浜鉄道文化館は鉄道文化を伝

える資料館として2000年10月

オープン。1階は子どもコーナー

と資料展示のコーナーで、2階に

は長浜駅周辺を模して作られた

ジオラマがあり、模型を動かす

こともできる。

北陸線電化記念館には蒸気機

関車の代表ともいえる「デゴイチ

（D51形蒸気機関車）」と、北陸線で活躍した歴史的車

両「ED70形交流電気機関車」が並んでおり、運転席が

開放されている。

通過する電車を間近に見ることができる「屋外展望

デッキ」も設けられていて、大人も子どもも一緒になっ

て楽しめる。（取材・前川）

JR長浜駅の西口にある「長浜鉄道

スクエア」は、旧長浜駅舎、長浜鉄

道文化館、北陸線電化記念館の三

つの施設から成り、鉄道の資料や

模型だけでなく、実際に走ってい

た車両などが展示さ

れている。

旧長浜駅舎は日

本最古の駅舎で、

完成したのは

1882年。当時の

姿のまま保存さ

れており、現在は「鉄道記念物」に指

長浜鉄道スクエア
●場所：長浜市北船町１‐４１

●時間：９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）

●料金：大人３００円 

           小中生１５０円

●休館日：１２/２９～１/３

●駐車場：長浜駅西駐車場を

              利用（有料）

●ＴＥＬ：０７４９‐６３‐４０９１

ＪＲ草津駅
ＪＲ草津駅

琵琶湖でブラックバス、ブルーギルなど外来魚の駆除を行う

●場所：津田江１（北）パーキング（草津市津田江１北湖岸緑地）

●時間：１０：００～１５：００　※雨天決行 ●料金：大人２００円 小学生以下１００円（保険料等の実費）

●持ち物：釣りざお、魚を入れる容器などの釣り道具はできるだけ各自で準備

　　　　　　　　　※希望者には餌・仕掛け（無料）と、釣りざおの無料レンタル（若干数）あり

●備考：随時参加・解散。小学生以下は保護者同伴。団体で参加の場合は事前に要連絡

●問い合わせ：琵琶湖を戻す会　事務局（高田）/０９０‐８５２７‐３７５２

新幹線高速試験車両特別公開
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