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※Oh!Me1部につき4人まで有効
　ランチタイムに限る

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

デザート
サービス

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
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伊勢・小浜直送の鮮魚が伊勢・小浜直送の鮮魚が

読読読者

大津市本堅田にある「旬

菜こはち」は、三重県の伊

勢湾や福井県の小浜湾か

ら直送された魚料理がお

いしいと評判だ。

店内には幅３㍍の大きな

いけすがあり、注文を受

けてから魚をさばいてく

れる。

今回紹介するのは

　【活アジ定食】（980円）
　・アジ（焼物 or お造り）
　・小鉢２種　・白ご飯
　・赤だし　・香の物

アジは焼くかお造りにするか選べる。

取材日はお造りにした。

身がプリプリとして歯

ごたえが良く、お

いしい。

２種類の小鉢

※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

は日替わりで、ご飯と赤だしはおかわ

り自由だ。

「お寿司は１貫から握らせてもらいま

す。どんな魚でも調理しますよ」と店長

の三木一志さん。

このほか、「日替り御膳」

（コーヒー付き・980円）や

「寿司定食」（1180円）

も人気がある。
（取材・澤井）

●大津市本堅田４‐１８‐２ ●ＴＥＬ：０７７‐５７１‐３２２２

●定休日：年中無休 ●駐車場：３０台

●時間：【ランチ】１１：３０～１５：００（Ｌ.Ｏ.１４：００）

　　　　　　　【ディナー】月～土 １７：００～２３：００（Ｌ.Ｏ.２２：００）

　　　　　　　　　　　　　　 日・祝 １７：００～２２：００（Ｌ.Ｏ.２１：３０）

旬菜こはちこはち
し ゅん  さ い

お   ばま  

しゅん

さい

み    き  かず   し

■彦根ビバシティシネマ　■イオンシネマ近江八幡　■イオンシネマ草津
■水口アレックスシネマ　■大津アレックスシネマ　　■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

鉄道模型運転会湖　南

Ｎゲージ鉄道模型の運転会を開催。自分のＮゲージ

を走らせることもできる

●場所：湖南市立甲西図書館 ２Ｆ視聴覚室

　　　　　　（湖南市中央５‐５０） 

●時間：１０：００～１８：００  ●料金：入場無料

●備考：鉄道模型の貸し出し不可

●問い合わせ：湖南市立甲西図書館/０７４８‐７２‐５５５０ 

滋賀県推進モデル事業
学校にアートがやってきた！

甲　賀

子どもたちが身近に「美」を鑑賞できる環境づくりを目的に、

小学校内に地元の若手芸術家・松本光彩の作品を展示

●場所：甲賀市立油日小学校（甲賀市甲賀町上野１３２２）●時間：９：００～１７：００　

●料金：鑑賞無料 ●備考：東玄関から入場し、職員室に寄ること

●問い合わせ：滋賀県総合政策部 文化振興課/０７７‐５２８‐４６３１

12/1
（日）

11/30
（土）

12/8
（日）

11/24
（日）

ステージ・体験コーナー・作品展示など

●場所：県立障害者福祉センター アリーナ(草津市笠山８‐５‐１３０)

●時間：１３：００～１６：３０ ※悪天候の場合中止 ●料金：入場無料

●問い合わせ：県立障害者福祉センター/０７７‐５６４‐７３２７ 

障害者週間 感謝のつどい草　津

【曲目】心の四季（高田三郎作曲）、GLORIA（J・ラター作曲）、 

　　　大地讃頌、翼をください、花は咲く、くちびるに歌を  他 

●場所：大津市民会館 大ホール（大津市島の関１４‐１）

●開演：１４：００ ●料金：中学生以上１,２００円

●問い合わせ：市民合唱団コールライゼ（澤田一矢）/０９０‐１２２３‐３７１２

市民合唱団コールライゼ
第40回記念音楽会
心のハーモニー

大　津

12/7
（土）

シューマンの大作のほか、ドビュッシー、ショパンの作品を演奏

●場所：ルッチプラザ ベルホール３１０（米原市長岡１０５０‐１） 

●開演：１４：００（開場：１３：３０）　

●料金：大人前売り１,０００円（当日５００円増） 小中生５００円 

　　　　　　　※全席自由

●備考：未就学児は親子室での鑑賞

●問い合わせ：ルッチプラザ ベルホール３１０/０７４９‐５５‐４５５０

平居妙子ピアノリサイタル
～シューマンの世界へ～

米　原

第３１回 近江八幡市民音楽祭
心にひびけ 15のハーモニー

コーラス、大正琴、フルート、ギターオーケストラ、弦楽器アン

サンブル、吹奏楽など15の音楽団体による楽しい音楽祭

●場所：近江八幡市文化会館 大ホール（近江八幡市出町３６６）

●開演：１３：００　●料金：入場無料

●問い合わせ：近江八幡市音楽連盟事務局/０７４８‐３４‐６５１４ 

近江八幡

開催中
▼

11/28
（木）

11/23
（土・祝）
・

11/24
（日）

知って得する相続・遺言セミナー大　津

女性専門家二人による、わかりやすい相続と遺言の講座

●場所：大津市市民活動センター １Ｆ大会議室（明日都浜大津内）
 　　　　　 （大津市浜大津４‐１‐１）

●時間：１３：３０～１５：００ ●料金：１,０００円

●備考：セミナー終了後、個別無料相談可　※要予約

●問い合わせ：しかない行政書士事務所/０７７‐５４９‐３６０６

第
10
回

会場 甲良町総合運動公園など　主催 彦根学童野球連盟　後援 滋賀県軟式野球連盟、毎日新聞社　協賛 甲良町、甲良町教育委員会、（株）ナガセケンコー、日本エコシステム（株）●●

111123、2423、2423、24
●日●土・祝

滋賀あみんちゅガールズ

初めて湖北から出場させていただ

きます。チーム一丸となって頑張

ります。

（キャプテン・脇坂海都）

【監督】坂口　佳洋

○脇坂　海都 （長浜北）
荒木　相斗 （富永）
井口　貴幸 （富永）
川嶌　康暉 （長浜北）
北川　雅音 （長浜北）
小林　柊哉 （長浜北）
杉山　大和 （富永）
富永　航平 （長浜北）
中井　優樹 （長浜北）
長谷川　凜 （富永）

山本　悠太 （長浜北）
押谷　武晴 （長浜ビクトリーズ）
錦織凜太郎 （長浜ビクトリーズ）
野坂　太陽 （長浜ビクトリーズ）
藤居　壮太 （長浜ビクトリーズ）
松居　駿介 （長浜ビクトリーズ）
黒田　烈王 （長浜ビクトリーズ）

北近江ベースボールクラブ

全国ベスト８の力をこの大会で発

揮して優勝目指し頑張ります！

（キャプテン・木村玲奈）

【監督】上野　竜也

○木村　玲奈 （金城スポーツ少年団）
飛田華津希 （葉山東スピリッツ）
今村　結衣 （布引ハンターズ）
田中　麻萌 （稲枝東スポーツ少年団）
三浦　麻衣 （志賀スポーツ少年団）
橋田　桃歩 （ニュー膳所）
岸辺　乃音 （多賀少年野球クラブ）
川上　夏未 （柏木スポーツ少年団）
南　　真綾 （島少年野球クラブ）
駒井　美咲 （本庄スポーツ少年団）

山本　明穂 （長等スポーツ少年団）
山根実那子 （菩提寺ヤンキース）
井上菜織加 （菩提寺ヤンキース）
増田　真子 （オール甲南）
渡邉　実由 （オール甲南）
藤本　愛夏 （蒲生少年野球クラブ）
竹内　　杏 （滋賀マイティーエンジェルス）

「心・技・体」で最後まであきらめ

ず全力プレーで頑張ります。

（キャプテン・小森大輝）

【監督】林　　賢志

○小森　大輝 （野洲）
山村　悠月 （近江富士）
広瀬　丈羽 （近江富士）
西村鈴太郎 （近江富士）
安井　稚博 （近江富士）
有本　卓矢 （近江富士）
竹内　渉生 （北野）
植中　悠仁 （北野）
岡本　志音 （北野）
三木　潤也 （北野）

平田　　凌 （篠原）
太田　幸典 （篠原）
松本　新大 （篠原）
佐川　友哉 （篠原）
西本　怜央 （中主）
中川　陽太 （野洲）
草彅蓮太郎 （野洲）
袋本　　慎 （野洲）

オール野洲
草津のチームとして、一致団結

して全力プレーで勝利を目指し

て頑張ります。

（キャプテン・荒川真夏）

【監督】熊川　光治

○荒川　真夏 （老上少年野球）
小川　将璃 （老上少年野球）
田郷　広輔 （老上少年野球）
中西　辰吉 （老上少年野球）
米田　聖悟 （老上少年野球）
田中　和輝 （草津バトルスポーツ少年団）
前田　泰輔 （草津バトルスポーツ少年団）
黒川　文斗 （草津バトルスポーツ少年団）
辻　　龍惟 （草津バトルスポーツ少年団）
堀井己太郎 （草津バトルスポーツ少年団）

平田　皓大 （日の出ファイターズ）
富澤　幸介 （日の出ファイターズ）
井上　陽平 （日の出ファイターズ）
和田　　隆 （日の出ファイターズ）
福山　智己 （日の出ファイターズ）
石崎　拓海 （草二リトルメッツ）
寺田　弘人 （草二リトルメッツ）
中井　俊祐 （草二リトルメッツ）
鈴木　健太 （草二リトルメッツ）
貞政　宏斗 （草二リトルメッツ）

草津選抜

滋賀県学童野球選抜交流大会滋賀県学童野球選抜交流大会

合同チームですが、１勝目指して

頑張ります。

（キャプテン・今堀皓太）

【監督】塚本　政理

○今堀　皓太 （能東クラブ）
大辻　幸耀 （能東クラブ）
深田　大貴 （能東クラブ）
藤村　駿介 （能東クラブ）
大前　　翔 （能東クラブ）
中西　亮太 （能東クラブ）
堀　　純祐 （能東クラブ）
白子　一馬 （能東クラブ）
新居　健介 （能登川南スポーツ少年団）
横田　優大 （能登川南スポーツ少年団）

猪田　晃大 （能登川南スポーツ少年団）
北川　篤郎 （能登川南スポーツ少年団）
藤林　桃生 （能登川南スポーツ少年団）
荒　　健人 （能登川南スポーツ少年団）
渡辺　和宏 （能登川南スポーツ少年団）

オール能登川

一つ一つのプレーを大切に、“一

致団結”で頑張ります。

（キャプテン・久保田大和）

【監督】木下　　満

○久保田大和 （マキノ少年野球団）
仁井田　新 （マキノ少年野球団）
古谷　秀磨 （今津少年野球クラブ）
清川　修平 （新旭少年野球）
小島　希星 （新旭少年野球）
鈴木　駿介 （新旭少年野球）
小池　展嵩 （新旭少年野球）
保木　新太 （新旭少年野球）
中村　航大 （新旭少年野球）
駒井　将生 （新旭少年野球）

美濃部　椋 （新旭少年野球）
梅村　　亮 （本庄スポーツ少年団）
大岡　　尋 （本庄スポーツ少年団）
田邉　　昇 （本庄スポーツ少年団）
馬場　義誠 （安曇川スポーツ少年団）
土井　康平 （安曇川スポーツ少年団）
宮田　拓哉 （安曇川スポーツ少年団）
南　　知樹 （安曇川スポーツ少年団）
白井　遼哉 （リトルオール高島）
中村　達希 （リトルオール高島）

湖西選抜
選抜メンバー全員が結束し、一

丸となって先輩につづき連覇を

目指します！　
（キャプテン・三崎龍馬）

【監督】原田　達也

○三崎　龍馬 （北里少年野球クラブ）
高畑　晃大 （北里少年野球クラブ）
池内　奏斗 （北里少年野球クラブ）
井狩　大和 （北里少年野球クラブ）
中川　朝基 （北里少年野球クラブ）
中川　幸希 （北里少年野球クラブ）
村井　優斗 （北里少年野球クラブ）
大崎　　丈 （金田スポーツ少年団）
楠神　隼也 （金田スポーツ少年団）
川原　朋起 （金田スポーツ少年団）

平山　直人 （金田スポーツ少年団）
山形慎乃丞 （島少年野球クラブ）
小西　一誠 （島少年野球クラブ）
奥村　琢巳 （島少年野球クラブ）
西田　晃輔 （岡山スポーツ少年団）
岡田　一志 （岡山スポーツ少年団）
中嶋　正宗 （八幡シャークス）
御書　太一 （八幡シャークス）
磯上　拓馬 （ホワイトコンドル）
野上　流輝 （ホワイトコンドル）

八幡選抜

僕たち 守山選抜20人！ 元気いっ

ぱいのプレーで勝利を目指します。
（キャプテン・町野圭哉）

【監督】藤原　幸嗣

○町野　圭哉 （明冨リトルクラブ）
横井　　覚 （立入が丘ジュニアスキッパーズ）
高野　佑大 （河西ジュニアーズ）
石川　侑暉 （物部少年野球団）
島本遼太郎 （立入が丘ジュニアスキッパーズ）
岡井　蒼馬 （物部スターズ）
中村　仁哉 （物部スターズ）
橋間　浩聖 （立入が丘ジュニアスキッパーズ）
小森　直人 （河西ジュニアーズ）
橋本　幸村 （物部少年野球団）

田中　晴登 （河西ジュニアーズ）
寺田　龍平 （明冨リトルクラブ）
中山　　優 （吉身少年野球クラブ）
小島　志仁 （物部スターズ）
赤木　佑至 （吉身少年野球クラブ）
今井　聖也 （明冨リトルクラブ）
安食　直哉 （吉身少年野球クラブ）
浅野　太輝 （物部スターズ）
池田　達也 （玉津少年野球部）
中井　健人 （玉津少年野球部）

オール守山

選抜交流大会では優勝をめざし、

一戦必勝で仲間と共に全力で戦

います。

（キャプテン・山田優太）

大好きな野球ができることに感

謝し、「全員野球」「全力プレー」で、

一戦一戦最後まで戦います。

（キャプテン・伊藤甲大）

【監督】千代　　誠

○山田　優太 （治田西少年野球）
中原　幹太 （葉山東スピリッツ）
上野　純殻 （大宝少年野球）
早瀬　翔馬 （治田少年野球）
石田　陸人 （大宝西ファイヤーズ）
宮嶋　佑弥 （御園ファイターズ）
大角　一寿 （葉山少年野球）
岩根　慧汰 （治田少年野球）
伏田侑太郎 （大宝少年野球）
住谷　湧也 （大宝少年野球）

原田　宇大 （治田少年野球）
後藤　耀太 （大宝少年野球）
赤井　涼太 （治田西少年野球）
福田　泰盛 （治田少年野球）
黄瀬　翔太 （葉山少年野球）
鎌田　翔伍 （大宝西ファイヤーズ）
上田　勁士 （治田東少年野球）
品川　準哉 （大宝少年野球）

オール栗東選抜

僕たちは最高の仲間と、最高の思

い出を作るために頑張ります！

（キャプテン・澤俊輔）

【監督】西出　義雄

○澤　　俊輔 （米原グリーンボーイズ）
西出　亮輔 （米原グリーンボーイズ）
山口　大輝 （米原グリーンボーイズ）
森　　滉介 （米原グリーンボーイズ）
能勢　公輔 （米原グリーンボーイズ）
水野　弘聖 （ＪＢＣ山東）
大橋　哉太 （ＪＢＣ山東）
村瀬　友斗 （ＪＢＣ山東）
丸本　健登 （ＪＢＣ山東）
具志　清世 （ＪＢＣ山東）

久保田大智 （ＪＢＣ山東）
吉田　智裕 （ＪＢＣ山東）
友定　壮太 （伊吹野球少年団）
畑中　良介 （伊吹野球少年団）
児玉　俊亮 （伊吹野球少年団）
中川　春輝 （伊吹野球少年団）
吉田　彬人 （伊吹野球少年団）
土屋　志龍 （伊吹野球少年団）
花部　将太 （伊吹野球少年団）
高橋　佑真 （伊吹野球少年団）

米原選抜

【監督】上野　　学

○伊藤　甲大 （金城）
水　　渉夢 （多賀）
馬場　祐介 （旭森）
大橋　優斗 （城東）
田口　慎士 （城南）
廣田　周作 （城東）
橋村　哲平 （佐和山）
岸本　優希 （多賀）
辻中　碧士 （城南）
澤頭　裕斗 （城北）

改田　瑞樹 （平田）
井上　仁太 （平田）
笠井　慎吾 （佐和山）
鳥越　磬吾 （城西）
竹田　翔哉 （城西）
西村　裕登 （旭森）
松本　　剛 （金城）

彦根選抜北

チームワークを大切にして優勝

を目指します。

（キャプテン・川畑大知）

【監督】和田　英司

○川畑　大知 （河瀬スポーツ少年団）
藤居　海斗 （河瀬スポーツ少年団）
荒見　一真 （稲枝東スポーツ少年団）
花田　悠真 （城陽スポーツ少年団）
田邊　奎登 （城陽スポーツ少年団）
荒見　渉真 （稲枝東スポーツ少年団）
田附　巧真 （稲枝西スポーツ少年団）
荒尾　力斗 （高宮スポーツ少年団）
森田　　元 （甲良西スポーツ少年団）
西村竜之介 （城陽スポーツ少年団）

藤井　陸人 （稲枝西スポーツ少年団）
七里　悠平 （高宮スポーツ少年団）
宍戸　歩生 （豊郷スポーツ少年団）
北川　瑛琉 （豊郷スポーツ少年団）
宮崎　慧斗 （甲良西スポーツ少年団）
古川　　椋 （城陽スポーツ少年団）
野村　昇生 （甲良東スポーツ少年団）
片岡　　舜 （甲良東スポーツ少年団）

※名簿の○○印はキャプテン

彦根選抜南


