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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
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神様のカルテ2
3月21日（金・祝）
ロードショー

■彦根ビバシティシネマ　　■イオンシネマ草津   ■イオンシネマ近江八幡
■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 
　

長浜市　黒壁30號館 長浜アートセンター

永濱利廣 氏
ＳキッズフロアＳキッズフロアチカカフェチカカフェ

長

守山市場守山市場

©2014「神様のカルテ2」製作委員会　©2010 夏川草介/小学館©2014「神様のカルテ2」製作委員会　©2010 夏川草介/小学館©2014「神様のカルテ2」製作委員会　©2010 夏川草介/小学館

彦根市立東中学校

近くにあるレストラン

「Nitaly」は、旬の野菜を使ったイタ

リア料理がいただける店。

今回紹介するのは

　【カジュアルコース】（1500円）
　・パスタ　・前菜盛り合わせ２種
　・フォカッチャ２種　・１ドリンク
　・本日のミニドルチェ

パスタは４種類の中から選べる。取

材日は「 あげシラスと春野菜のペペ

ロンチーノ」を選んだ。ブロッコリー

や春キャベツがたっぷり入っており、

ニンニクの風味が食欲をそそる。

フォカッチャには北海道産の小麦粉を

使い、おかわり自由。この日は「プ

レーン」と「ゴボウ」で、季節によっ

※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

て内容が変わる。

「国産の旬の食材を

使っています。心ゆくまで季節感をお

楽しみください」とオーナーシェフの

堀久之さん。

このほか「スタンダードコース」（2000

円）、「プレミアムコース」（2700円）もあ

り、13人以上の予約には、

予算に応じたコース料理

も提供している。（取材・前川）

NitalyNitaly
ニタリ ーニタリ ー

チップ
チップ
チップ
チップ

●彦根市芹川町４８８‐１　●ＴＥＬ：０７４９‐４９‐３５７５

●定休日：月曜日　●駐車場：８台

●時間：【ランチ】１１：３０～１５：００（Ｌ.Ｏ.１４：３０）

　　 　　　 【ディナー】１８：００～２２：００（Ｌ.Ｏ.２１：３０）

　　　　　　 ※土・日曜日は１８：００～２４：００（Ｌ.Ｏ.２３：３０）まで

●備考：ランチは平日のみ、ディナーのコース料理は前日までに要予約

ホームページ：http://nitaly-web.com

ほりひさゆき

ニ タ リ ー

もりさきひで  お

「竜のゴブレット」
サルヴィアーティ工房
1837～ 1957年  ヴェネチツィア

「竜のゴブレット」
サルヴィアーティ工房
1837～ 1957年  ヴェネチツィア

「コンポート」 1835～40年ごろ  ボヘミア「コンポート」 1835～40年ごろ  ボヘミア

「花器」
ヨハン・レッツ・ヴィトゥヴェ工房  
1910年  ボヘミア

「花器」
ヨハン・レッツ・ヴィトゥヴェ工房  
1910年  ボヘミア

「草花文杯」
ミエール・ガレ
1879年ごろ  フランス

「草花文杯」
ミエール・ガレ
1879年ごろ  フランス

開催中～ 4/16（水）まで

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！
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●種類：シマリス  種類：シマリス  
●年齢：７：７歳 ●性別：オス  性別：オス  
●特徴：機敏な動きな動き
●好きなもの：リンゴの種、コオロギ好きなもの：リンゴの種、コオロギ
●嫌いなもの：いなもの：
　食べられるものが限られている　食べられるものが限られている

秋になると機嫌が悪くなり、冬は

短い冬眠を繰り返すので４、５日

に一度しか合えない。

夏から秋にかけて生きたコオロギ

捕獲に忙しいです（まぁ楽しんでい

るかな。(̂ - )̂） 

飼い主：ぽちちゃん

上映案内上映案内
www.gaido.jp/0www.gaido.jp/0010www.gaido.jp/0010

２月14日（金）、JR守山駅に直結するセルバ守山の地下１階に食と文化をテー

マにした交流施設「チカ守山」がオープンした。

まちづくり会社「みらいもりやま21」とシダックス大新東ヒューマンサービスがコ

ラボし、「中心市街地活性化事業」の一つとして古い建物を改装して開設した。

施設内にはカフェ、キッズフロア、カルチャースペース、地元で採れた野菜を

販売する「守山市場」などが設けられている。

「チカカフェ」と名付けられたカフェはヨー

ロッパの雰囲気が漂い、コーヒーやパンケー

キがおいしいと評判。また、「Ｓキッズフロ

ア」には絵本や遊具が備えられ、授乳室、子

ども用トイレ、シャワーを完備しているので

小さな子ども連れでも安心だ。

「地域の活性化を目指しています。子育て世代を中心に幅広く利用していただ

きたいです」と総支配人の森﨑英億さん。

５月からはカルチャースクールも開かれる。（取材・澤井）

●場所：守山市梅田町２‐１‐１ セルバ守山地下１Ｆ

●時間：８：００～２４：００ ※店舗により異なる ●定休日：年中無休

●駐車場：あり「セルバ守山駐車場」

　　　　　　　　　 会計時に２時間まで無料スタンプ押します

●時間：９：００～２４：００（Ｌ.Ｏ.２３：３０）

●問い合わせ：０７７‐５１４‐１２５３

●時間：８：００～２２：００（Ｌ.Ｏ.２１：３０）

●問い合わせ：０７７‐５１４‐１２４４

●時間：１０：００～１８：００（Ｌ.Ｏ.１７：３０）

●問い合わせ：０７７‐５１４‐１２４４

●時間：９：００～２２：００　

　　　　　　　※商品がなくなり次第終了

●問い合わせ：０７７‐５１４‐１２４４

●時間：８：００～２４：００

●問い合わせ：０７７‐５１４‐１７０１

テーマは 食と文化テーマは 食と文化テーマは 食と文化食 文化

交流施設
「チカ守山」がオープン！
交流施設
「チカ守山」がオープン！
交流施設
「チカ守山」がオープン！

季節感いっぱい季節感いっぱいの
　  イタリアン　  イタリアン
季節感いっぱいの
　  イタリアン
季節感いっぱいの
　  イタリアン
季節感いっぱいの
　  イタリアン

昨年７月に黒壁30號館としてオープンした長浜アートセンターで企

画展「欧州ガラス紀行　イタリア、ボヘミア、フランス、ドイツ」が開

かれている。４月16日（水）まで。

今展では1800～1900年代前半のイタリア、ボヘミア（現在のチェコ）、

フランス、オーストリアなどのガラス工芸品63点を展示している。

中でも目を引くのは、美しいベネチアのグラスや水差し。これは竜やレース

模様の装飾と独特の形が特徴だ。一方、ボヘミアの器は金属のような質感を

持っていて面白い。ほかにも、緻密な装飾が施されたオーストリアのグラス

や、日本画のような装飾が施されたフランスの器など優れた作品がそろう。

100年以上、人々を魅了し続けてきた名品の数々をぜひお見逃しなく。
（取材・高原）

企画展「欧州ガラス紀行」
※Oh!Me1部につき1つまで
　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

ハーブティー
１つプレゼント

有効期限 2014/4/30まで

企画展
「欧州ガラス紀行 
イタリア、ボヘミア、フランス、ドイツ」
●場所：長浜アートセンター（長浜市元浜町８‐２２）

●時間：１０：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

●料金：大人６００円 中学生以下入場無料

●休館日：期間中無休

●問い合わせ：長浜アートセンター/０７４９‐６８‐３００７

第８回 能面展近江八幡

年に一度の能面展示会

●場所：白雲館（近江八幡市為心町元９）

●時間：９：００～１６：３０（最終日は１５：３０まで） ●料金：入場無料

●備考：観世流能楽師 田茂井廣道師、他による講演「能面と能楽」（謡・仕舞）

　　　　　　　 ３/２８（金）１５：００～ 

●問い合わせ：能繖会/０９０‐８８８５‐２６７４（伊庭）

つくしんぼフェスタ高　島

大道芸やネイチャーゲーム、サッカー教室、高島高校吹奏楽

部コンサートなどイベントがいっぱい

●場所：県立びわ湖こどもの国（高島市安曇川町北船木２９８１）

●時間：１１：００～１５：００（開園時間：９：００～１８：００）

●料金：入場無料（別途駐車場代５００円/台が必要） ※一部有料

●問い合わせ：県立びわ湖こどもの国/０７４０‐３４‐１３９２

　　　　　　　　　　　　　【詳細】http://www.biwa.ne.jp/̃kodomo92/　
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玉川高校吹奏楽部 第１７回定期演奏会
「Only One」

草　津

骨髄バンク応援・震災復興チャリティーとして演奏会を開催

【曲目】第１部：パイレーツ・オブ・カリビアン、

　　　　　　 Weekend in New York

　　　第２部：2013年J-POPベストヒッツ、

　　　　　　世界に一つだけの花　他

●場所：しが県民芸術創造館（草津市野路６‐１５‐１１） 

●開演：１４：００（開場：１３：３０） ●料金：入場無料

●備考：終演後、骨髄バンク登録の相談ができる　

●問い合わせ：県立玉川高等学校吹奏楽部/０７７‐５６５‐１５８１ 

経済講演会
「どうなる日本経済？今後の展望を読み解く！」
～消費税増税後の経済予測とこれからの企業経営について～

守　山

消費税増税は、日本経済にどのような影響をもたらすのか？ 日本経済の展望につい

て、各種データをもとに永濱利廣氏が独自の視点で解説

【講師】第一生命経済研究所 調査部主席エコノミスト　永濱利廣 氏

●場所：守山商工会議所（守山市吉身３‐１１‐４３） 

●時間：１５：４５～１７：１５（受付１５：３０～） 

●料金：入場無料 ※要申し込み ●定員：６０人（先着順） 

●申し込み：①受講者名、②電話番号、③ＦＡＸ番号、

　　　　　　　　　　　④経済講演会希望を明記の上、ＦＡＸ（０７７‐５８２‐１５５１）まで

●問い合わせ：守山商工会議所/０７７‐５８２‐２４２５

みんなで作る もったいない精神 
第5回『とって輪市』

大　津

他人にとって「不用品」が、自分にとって「欲しいもの」。

そんなお互いをつなぐ市を開催

●場所：喫茶＆ギャラリー るーむ ぶな

　　　　　　　（大津市和邇今宿８００‐１ クレストール和迩１０５）

●時間：１０：００～１７：００　●料金：入場無料

●問い合わせ：喫茶＆ギャラリー るーむ ぶな/０７７‐５９４‐３５７３

ドラゴンふれあいフリーマーケット竜　王

掘り出し物が見つかる、80区画もあるフリーマーケットを開催

●場所：ドラゴンふれあいセンター（蒲生郡竜王町岡屋３２８２）

●時間：９：３０～１４：００ ※雨天中止 ●料金：入場無料

●問い合わせ：竜王町地域振興事業団/０７４８‐５８‐３１１５


