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11月末までの 金 土 日 に営業

優勝おめでとう優勝おめでとう10/18（金）
第60回滋賀県中学校秋季総合体育大会
ブロック大会・個人１位一覧 Co
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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/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

www.gaido.jp/info/present.php
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にっきもち（120円）
コーヒー（100円）
※お茶は無料

にっきもち（120円）
コーヒー（100円）
※お茶は無料

にっきもち（120円）
コーヒー（100円）
※お茶は無料

愛荘町の旧中山道沿いに

「恵智の駅」オープン！
愛荘町の旧中山道沿いに

「恵智の駅」オープン！
愛荘町の旧中山道沿いに

「恵智の駅」オープン！

愛荘町愛知川の旧中山道沿いに「恵智の駅」がオープン。ウオーキング

シーズンに合わせて11月末までの金・土・日に営業している。

空き店舗を活用し、観光案内や無料の休憩所、体験教室などを開いている。体験

教室は事前の申し込みは不要だ。

館内には中山道の宿場、愛知川宿にちなんだ浮世絵やのれんが展示されており、

「びんてまりストラップ」（600円～）や「麻布タオル」（680円）など特産品の販売もある。

「旅行者と住民の交流の場になればと願っています。お気軽にお立ち寄りください」

と愛荘町愛知川観光協会の松田葉子さん。

地元のもち米で作られた「よも

ぎもち」や「にっきもち」（各

120円）を食べながら「コー

ヒー」（100円）を味わうのは

格別だ。（取材・前川）

愛荘町愛知川観光協会・るーぶる愛知川/0749‐42‐8444問い合わせ
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ソフトテニスソフトテニスソフトテニス　
〈男子〉
●１ブ/堅田涼也、
　　　　　   高取悠亥人（安曇川）
●２ブＡ/大内湧貴、西田啓太（皇子山）
●２ブＢ/西村祥之介、山崎達也（粟津）
●３Ａブ/塚本直希、椙山皓介（玉川）
●３Ｂブ/松村太輔、秦叶志郎（八幡）
●４ブ/塩見智紀、松本怜士（甲西北）
●５ブ/瀬川航岸、林誠太朗（朝桜）
●８ブ/西川葵、前川陽太（長浜北）

〈女子〉
●１ブ/井上夏海、渕田ひらり（安曇川）
●２ブＡ/石戸友梨奈、松井果歩（唐崎）
●２ブＢ/那須友佳莉、篠山奈 （々瀬田北）
●３Ａブ/武田弥子、緒方優佳（栗東西）
●３Ｂブ/中出瑞己、嶋田弥和（野洲北）
●４ブ/玉木里奈、中村菜緒（甲賀）
●５ブ/安井綾香、奥田果蓮（朝桜）
●６・７ブ/北川奈菜未、岡本さくら（双葉）
●８ブＡ/友田夏帆 、近藤萌（長浜北）
●８ブＢ/藤井日菜乃、髙橋朋花（木之本）

　
〈男子〉
●２ブ・シングルス/三宅将平（日吉）
　　　 ダブルス/塚本光平、嶋川景斗（日吉）

●３Ａブ・シングルス/好田凌也（草津）
●５ブ・シングルス/橋本龍輝（能登川）

　ダブルス/工藤征太郎、
　　　　　　漆山結友（能登川）

〈女子〉
●２ブ・シングルス/五島あかり（日吉）
　　　 ダブルス/福島葵、中嶋優花（日吉）
●３Ａ・４ブ・
　　　 シングルス/奥野美由紀（高穂）
　　　 ダブルス/有馬帆香、西條友香（高穂）
●５ブ・シングルス/川島真生（能登川）
　　　 ダブルス/中西彩羅、
　　　　　　　　　中村なるみ（能登川）
　

〈男子〉
●１ブ/有澤隆生（安曇川）
●２ブＡ/宮木宏輔（打出）
●２ブＢ/山田拓史（瀬田北）
●２ブＣ/生田直也（打出）
●２ブＤ/安武和也（瀬田北）
●３Ａブ/木村良幸（栗東）
●４ブ/林中和希（甲西）
●５ブ/伊藤海生（能登川）
●６ブ/松宮享平（甲良）
●７ブ/北村優斗（双葉）
●８ブ/土田凌平（長浜西）

〈女子〉
●１ブ/高山唯（今津）
●２ブＡ/近藤あおい（唐崎）
●２ブＢ/加名山穂香（瀬田）
●２ブＣ/宮城佑未香（日吉）

●２ブＤ/中江真唯（皇子山）
●３Ａブ/中村さくら（栗東西）
●４ブ/能川冴子（石部）
●５ブ/市田鈴乃（湖東）
●６ブ/辻幸奈（河瀬）
●７ブ/園田美空（伊吹山）
●８ブ/森あすか（長浜西）
　

〈男子〉
●１・８ブ・軽量級/竹内蓮（高月）
　　　　   中量級/大谷悠生（浅井）
　　　　   重量級/教野昭彦（高月）
●２ブ・軽量級/大谷欣司（粟津）
　　　 中量級/永谷直也（比叡山）
　　　 重量級/西岡大起（比叡山）
●３Ａ・３Ｂ・４ブ・軽量級/佐藤蓮太（甲西）
　　　　　　　  中量級/松本天照（草津）
　　　　　　　  重量級/窪田風雅（中主）
●５・６・７ブ・軽量級/山下達也（聖徳）
　　　　　　 中量級/柿田竜馬（愛知）
　　　　　　 重量級/加藤涼真（彦根東）

〈女子〉
●１・８ブ・軽量級/
　　　　   上口はな（浅井）
　　　　   中量級/山﨑椎奈（木之本）
　　　　　重量級/山﨑菜歩（木之本）
●２ブ・軽量級/足達実佳（比叡山）
　　　 重量級/杉野寿夏（比叡山）
●３Ａ・３Ｂ・４ブ・軽量級/藤井志穂（市立守山）
●５・６・７ブ・軽量級/上田涼奈（彦根東）
　　　  中量級/久米里佳菜（彦根東）
　

〈男子〉
●１・７・８ブ/大藤光貴（湖西）
●２ブ/山中彰人（瀬田）
●３Ａブ/上嶌隼平（栗東西）
●３Ｂブ/伊﨑理倫（八幡東）
●４ブ/青木奨弥（石部）
●５・６ブ/種村晃（彦根）

〈女子〉
●１・７・８ブ/中之庄桂花（木之本）
●２ブ/北川真優（比叡山）
●３Ａブ/山村恭恵（栗東西）
●３Ｂブ/辻井茉里（八幡西）
●４ブ/平井麻琴（甲南）
●５・６ブ/青木萌子（愛知）

なかせんどう え　  ち

まつ  だ  よう  こ
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恵智の駅
●場所：愛知郡愛荘町

           愛知川１５２８‐１

　　　　　　　（滋賀銀行 愛知川支店前）

●時間：１０：００～１５：００

●料金：入場無料

●営業日：１１月末までの金・土・日曜日

【講師】近江上布伝統産業会館 スタッフ

■時間：１０：３０～１２：００ ■料金：３００円

※予約不要、
　　　　　　　　　どなたでも参加可能

名前（フリガナ）、性別、
年齢、生年月日（西
暦）、メッセージ（２
０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

１月生まれの
お友達募集！

締め切り：11月30日必着

福田愛莉ちゃん福田愛莉ちゃん
あい　りあい　り

松根虎我くん松根虎我くん
たい　がたい　がみ　おみ　お

小澤凛人くん小澤凛人くん
り　とり　と

渡邊司隆くん渡邊司隆くん
し りゅうし りゅう

南 大雅くん南 大雅くん
たい　がたい　が

山口栞愛ちゃん山口栞愛ちゃん
かん なかん な

玉田和惺くん玉田和惺くん
かざ とかざ と

塚越真冬華ちゃん塚越真冬華ちゃん
ま　ど　かま　ど　か

東谷実音ちゃん東谷実音ちゃん辻 颯太朗くん辻 颯太朗くん
そう た　ろうそう た　ろう

１２.１１.８生まれ　１歳

「祝１歳 ！ パパとママは虎我の

ことが大好きだよ」（父母より）

１２.１１.１１生まれ　１歳

「１歳のお誕生日おめでとう！元

気にすくすく育ってね」（父母より）

１２.１１.８生まれ　１歳

「元気いっぱいの司隆。健康で

優しい子に育ってね」（父母より）

１０.１１.１９生まれ　３歳

「おめでとう！！出会えたこと、

幸せに思います」（父母より）

０９.１１.４生まれ　４歳

「これからも元気な笑顔を

たくさん見せてね！」（母より）

岩井凜太朗くん岩井凜太朗くん
りん た　ろうりん た　ろう

０９.１１.２３生まれ　４歳

「たくさん食べて元気いっぱ

い大きくなーれ」（祖父母より）

１２.１１.３０生まれ　１歳

「１１月３０日の日☆１歳オメ

デトウ☆」（母より）

１２.１１.４生まれ　１歳

「いつまでも笑顔が続き

ますように」（父母より）

０９.１１.５生まれ　４歳

「元気いっぱいで妹にも優しい

ニイニが大好きだよ」（父母より）

かい とかい と

岡島快斗くん岡島快斗くん
１２.１１.８生まれ　１歳

「１歳おめでとう！快斗はパパと

ママの宝物だよ！」（父母より）

１２.１１.２１生まれ　１歳

「大好きな真冬華ちゃん１歳おめでとう！こ

れからもすくすく元気に育ってね」（父より）

１２.１１.１５生まれ　１歳

「祝１歳 ！ いっぱいおしゃべ

りしようね ！ ！ 」（父母より）

富田椛鈴ちゃん富田椛鈴ちゃん
か　りんか　りん

０９.１１.５生まれ　４歳

「い～っぱい食べて、元気に

大きく育ってね！」（母より）

長山結愛ちゃん長山結愛ちゃん

り のんり のん

ゆ　 あゆ　 あ

村田楓花ちゃん村田楓花ちゃん
ふう　かふう　か

太田琳音ちゃん太田琳音ちゃん

前田太惺くん前田太惺くん
たいせいたいせい

１２.１１.２２生まれ　１歳

「わが家の癒やし系 楓ちゃん、

１歳おめでとう☆」（父母より）

１２.１１.３生まれ　１歳

「笑顔いっぱい大きくなぁ

れ。１歳おめでとう」（父より）

西村遼大くん西村遼大くん
りょうたりょうた

１２.１１.１２生まれ　１歳

「１歳おめでとう。遼大のこと、

みんな大好き！」（父母兄姉より）

西村有翔くん西村有翔くん
ゆう　とゆう　と

１２.１１.８生まれ　１歳

「家族みんなの宝物。いつま

でも元気でいてね」（母より）

１０.１１.１生まれ　３歳

「祝３歳！たくさんの幸せを

ありがとう！」（父母より）

１２.１１.１１生まれ　１歳

「結愛の笑顔でみんな幸せ！

１歳おめでとう！」（父母愛より）

いい　　　　みお

開催中
▼

11/30
（土）

トールペイント作品展 ～秋のカントリー～東近江

秋のアメリカンカントリーの世界感を表現した、教室の

生徒35人による作品約80点を展示

●場所：Ｄｅａｒ Ｆｒｉｅｎｄｓ（東近江市佐野町６７４） 

●時間：１０：３０～１７：００ 

●定休日：水曜日・日曜日 ●料金：鑑賞無料

●問い合わせ：Ｄｅａｒ Ｆｒｉｅｎｄｓ/０７４８‐４２‐２９９５

11/10
（日）

11/16
（土）

彦　根

名ピアニスト佐山雅弘を中心に結成されたTrio Vintageが彦根初来演

【出演】佐山雅弘（ピアノ)、 井上陽介（ベース)、 大坂昌彦（ドラム)、本田雅人（サックス) 

●場所：夏川記念会館(近江高等学校教育ホール)（彦根市京町２‐７‐２７）

●開演：１８：３０（開場：１７：００） 

●料金：一般前売り５,８００円（当日５００円増） 

　　　　　　　高校生以下２,０００円　※全席自由 

●備考：１７：００からフード＆ドリンクを販売

　　　　　　　高校生以下は保護者同伴・学生証提示

●問い合わせ：窯元 泰窯/０７４９‐２７‐１８２２

ヴォーリズ・すこやかフェスタ近江八幡

佐山雅弘 Trio Vintage With 本田雅人 LIVE

11/17
（日）

大　津

【出演】大津管弦楽団

●場所：大津市民会館 大ホール（大津市島の関１４‐１） 

●開演：１４：００（開場：１３：１５）　 ※ロビーコンサート １３：３０～ 

●料金：【前売り】一般１,０００円　高校生以下７００円　

　　　　　　　　　　　　　　　親子券（高校生以下と一般各１人）１,５００円 ※当日は各３００円増

●備考：５歳未満の入場不可。託児サービスあり（１１/１０までに要予約・有料）

●問い合わせ：大津管弦楽団/０８０‐４７０３‐０１１５

大津管弦楽団 第124回定期演奏会

上映会や講演会のほか、健康に関するさまざまな測定が無料で受けられる

■映画上映「いのちがいちばん輝く日」 第１部１０：３０～、第２部１４：３０～

■講演会およびピアノミニコンサート 時間：１３：００～ 

●場所：ヴォーリズ記念病院（近江八幡市北之庄町４９２）

●時間：１０：００～１６：００ ●料金：入場無料 ※有料で軽食もあり 

●問い合わせ：ヴォーリズ記念病院 すこやかフェスタ実行委員会/０７４８‐３２‐５２１１

11/23（土・祝）
Start 14：00

あいの土山文化ホール（甲賀市）

11/12（火）
応募締め切り

関西フィルハーモニー管弦楽団
サロンコンサート

1組2人ご招待

締め締め切り日
消印有効消印有効
締め切り日
消印有効

〒523-0893
近江八幡市桜宮町294ＹＰ１ 
株式会社ヤマプラ
滋賀ガイド・Ｏｈ！Ｍｅ編集室
Ｏｈ！Ｍｅ489号プレゼント係

プレゼント希望内容、名前（フリガナ）、
郵便番号・住所、電話番号、性別、年齢、
オススメのお店・施設、Oh!Meへのご
意見、ご感想をお寄せください。
はがき１枚につき一つの応募となります。
当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

今週の

プレゼントプレゼント今週の

インターネット・はがきで応募!!

  体験教室
小鳥のワッペン作り

11/22 ●
23●

金
土・祝

★ブロック大会・団体1位一覧は11/28号に掲載


