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※有効期限なし

Oh!Me1部につき1グループまで有効

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

■ランチセット
　50円引き

■スイーツセット
　30円引き

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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中出信昭「竹声」　第42回日展（2010）中出信昭「竹声」　第42回日展（2010）

中出信昭さん中出信昭さん中出信昭さん

歴代のウルトラマンたちと
記念撮影ができるコーナー
歴代のウルトラマンたちと
記念撮影ができるコーナー

頼 山陽と『日本外史』頼 山陽と『日本外史』

帖学派の作品帖学派の作品

高島市今津町にある「cafe Lac」

は８年前にオープン。四季折々

の琵琶湖の美しい景色が楽し

める。店名の「Lac」はフランス

語で「湖」という意味だ。

今回紹介するのは

　【Lacオリジナルスパイシー
　　　ビーフカレー】（1050円）
　※サラダ、デザート、ドリンク付き

カレーには、あめ色になるまでしっか

り炒めたタマネギや、８時間以上煮

込んだブイヨンが入っており、ピリッ

とした辛さがおいしい。コリコリした

エリンギの食感も良く、ナスの素揚げ

やカボチャとの相性も抜群だ。

●高島市今津町今津６３ 

●ＴＥＬ：０７４０‐２２‐２８６８

●営業日：金・土・日曜日と祝日 

●駐車場：１０台

●時間：１０：００～１６：００（Ｌ.Ｏ.）

※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

ドリンクは８種類のハーブがブレンド

されたハーブティーを選んだ。甘酸っ

ぱい味で疲れが癒やされた。

「お客様に『安くておいしいね』と喜ん

でもらえるのが何よりうれしいです」と

店主の前川禮子さん。

天気の良い日はテラス席がおすすめ。
（取材・志賀）

カフェ　ラック

まえがわれい  こ

カフェ　　ラック

いのちのかけら 中出信昭展 ―日本画―いのちのかけら 中出信昭展 ―日本画―いのちのかけら 中出信昭展 ―日本画―

日展特選作品など18点日展特選作品など18点
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琵琶湖を目の前にいただく
本格カレー
琵琶湖を目の前にいただく
本格カレー
琵琶湖を目の前にいただく
本格カレー
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東近江市 近江商人博物館/０７４８‐４８‐７１０１
アグリパーク竜王
/０７４８‐５７‐１３１１
アグリパーク竜王
/０７４８‐５７‐１３１１ 問い合わせ

6/15
（日） 初級・中級・上級の忍者検定に加え、昼食は忍者鍋等のおもてなし、

午後は講演会と忍者尽くしの１日

●場所：忍の里プララ（甲賀市甲南町竜法師６００） 

●時間：９：００～ 受付 ●料金：初級・中級・上級２,０００円（昼食代含む）

●定員：初級１２０人、中級・上級各４０人（先着）

　　　　　　　※中級は過去の初級合格者、上級は過去の中級合格者のみ受験可

●備考：初級は忍者コスプレと手裏剣投げ受験でそれぞれ最大５点の加点あり。

　　　　　　　衣装貸し出しあり（レンタル代１,０００円/着） ※要事前予約

●申し込み・問い合わせ：甲賀市観光協会/０７４８‐６０‐２６９０

第7回 甲賀流忍者検定甲　賀

びわ湖ホール ロビーコンサート　
初夏に聴く箏の調べ

大　津

【出演】麻植美弥子(箏・十七絃）、井伊亮子(篠笛・フルート） 

●場所：びわ湖ホール メインロビー（大津市打出浜１５‐１） ●時間：１３：００～１３：３０ 

●料金：入場無料 ●問い合わせ：びわ湖ホール事業部/０７７‐５２３‐７１５０

特別企画展

伊吹山の仏教美術 ～伊吹山護国寺～
米　原

伊吹山四ヶ寺とよばれる弥高寺・太平寺・観音寺・長尾寺が所

蔵する仏像や掛け軸、古文書など27点を展示

●場所：米原市近江はにわ館（米原市顔戸２８１‐１）

●時間：１０：００～１８：００　●休館日：月曜日、第４木曜日 ●料金：鑑賞無料

●問い合わせ：米原観光協会(米原市商工観光課内)/０７４９‐５８‐２２２７

6/14
（土）

6/11
（水）

【頼山陽と『日本外史』】

江戸後期を代表する儒学者・頼山陽の著書、書作品や明治以降

の歴史教科書を基に、山陽の歴史観やその影響について紹介

【帖学派の作品】

帖学（晋唐以来の能筆家の拓本などを手本に学ぶスタイル）派の

流れをくむ書家たちの作品を、書冊や扇面などを中心に紹介

●場所：観峰館（東近江市五個荘竜田町１３６） 

●時間：９：３０～１７：００（入館は１６：００まで） ●休館日：月曜日

●料金：一般５００円 高校生・学生３００円 中学生以下無料

●備考：【ギャラリートーク&ミニコンサート】６/８（日） １３：００～１４：３０

●問い合わせ：観峰館/０７４８‐４８‐４１４１

 玉ねぎ掘り
●期間：６/７（土）～２２（日）

●料金：７株４００円（７株一口、口数での申し込み）

●時間：当日９：００～先着受付

 掘りたて新玉・炭火でお味見体験
●期間：６/７（土）～１５（日）

●料金：７株７００円（７株一口、口数での申し込み）

●時間：１０：００～　●定員：１日１０組 ※要予約

●場所：アグリパーク竜王（蒲生郡竜王町山之上６５２６） 

●備考：雨天中止

春季企画展

頼山陽と『日本外史』 & 帖学派の作品
東近江

開催中
▼

6/15
（日）

開催中
▼
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開催中
▼

6/29
（日）

ウルトラマン創世紀展
ウルトラＱ誕生からウルトラマン80へ

守　山

ウルトラマンや怪獣のデザイン原画、衣装、人形、小道具

などを展示。人気の秘密を、送り手である制作側の情熱

と、受け手である子どもを取り巻く文化の両面から探る

●場所：佐川美術館（守山市水保町北川２８９１） 

●時間：９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで） ●休館日：月曜日

●料金：一般１,０００円 高大生６００円 

　　　　　　　中学生以下無料　※保護者の同伴が必要

●問い合わせ：佐川美術館/０７７‐５８５‐７８００

東近江市の近江商人博物館で春季企画展「いのちのかけら  中出

信昭展  ―日本画―」が開かれている。６月29日（日）まで。

本展では、大津市在住の日本画家・中出信昭さんが日展などに出

展した作品18点を展示している。

中出さんは、第45回の京展市長賞や、第27回日展特選などを受

賞。2003年には日春展に出展した「里」が首相官邸に展示される

など活躍している。

作品には、鶴や馬、猿など身近な動物が月や花などと共に描かれている。

「命のはかなさと、素晴らしさを併せて感じ取ってほしい」と中出さん。

作品ごとにスケッチも展示されているので制作過程を知ることができる。

期間中の土日曜日は、中出さんが在館することもある。詳しくは問

い合わせを。（取材・藤井）

アグリパーク竜王で「玉ねぎ掘り」が６月７

日（土）から開かれる。22日（日）まで。

今年は掘ったタマネギをその場で炭火で

焼いて食べる体験会も実施。（15日まで）

新玉のおいしさを存分に味わおう！

春季企画展

「いのちのかけら 
　中出信昭展 －日本画－」
●場所：東近江市 近江商人博物館
　　　　　　 （東近江市五個荘竜田町５８３）

●時間：９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）

●休館日：月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌日　

●料金：大人２００円 小中生１００円

6/29
（日）まで
6/29
（日）まで

なか  で

のぶあき

よしちまき作り体験と水郷めぐり近江八幡

地元主婦の指導のもとちまき作りを体験。水郷めぐりもできる一度

で二度おいしいイベント

●場所：水郷のさと まるやま（近江八幡市円山町１４６７‐３）

●時間：①１０：００～ ②１１：３０～ ③１３：００～ ※荒天翌日順延、小雨決行

　　　　　　　（ちまき作り体験は約２０分、水郷めぐりは６０分間）

●料金：１人１,０００円(大人子ども同一料金)

●申し込み・問い合わせ：水郷のさと まるやま/０７４８‐３２‐２３３３

5/22（木）、23（金）個人１位一覧
体　操体　操

　　　　　　 ●男子・総合/細田真弘（北大路）
　　　　　　 ●男子・ゆか/細田真弘（北大路）
●男子・跳馬/細田真弘（北大路）
●男子・鉄棒/細田真弘（北大路）
●男子・鞍馬/表慎一郎（守山南）

●女子・総合/道倉風羽花（日吉）
●女子・跳馬/吉田萌菜実（柏原）
●女子・平均台/道倉風羽花（日吉）
●女子・ゆか/野玉みのり（市立守山）
●女子・段違い平行棒/
　　　 道倉風羽花（日吉）

体　操

新 体 操新 体 操
●女子・総合/大橋蘭菜（八幡東）
●女子・リボン/大橋蘭菜（八幡東）
●女子・ロープ/大橋蘭菜（八幡東）

新 体 操

柔　道柔　道

剣　道剣　道

●男子/北野直輝（野洲）
●女子/北川真優（比叡山）

柔　道

剣　道

バドミントバドミントン

ボ ートボ ート

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

●女子・ダブルス/
　　　   上田朋佳、飯島さくら（彦根南）
●女子・シングルス/五島あかり（日吉）

●男子・舵手付クオドルプル/
　　　   常重文哉、河原林泰智、山本雄大、
　　　 河村悠希、境田晃大（瀬田北）
●男子・ダブルスカル/
　　　   塩見光矢、野村祐貴（瀬田）
●男子・シングルスカル/野々下凌央（瀬田）

●女子・舵手付クオドルプル/
　　　   平田世奈、恩地朝子、佐藤祐華、
　　　 須磨亜佑美、田中晴妃（瀬田）
●女子・ダブルスカル/
　　　   小森美郷、伊藤優歩（瀬田）
●女子・シングルスカル/小野山果衣（瀬田北）

バドミントン

ボ ート

ソフトテニソフトテニス

テ ニ ステ ニ ス

●男子/藤野洵也、池内錦（朝桜）

●女子/安井綾香、奥田果蓮（朝桜）

ソフトテニス

●男子・ダブルス/
　　　　上村直輝、中西智哉（光泉）
●男子・シングルス/清水悠太（甲西）

●女子・ダブルス/
　　　　奥内菜々、吉池優理（立命館守山）
●女子・シングルス/梅津優(守山南）

テ ニ ステ ニ ステ ニ ス

●男子・50㌔級/谷口歩（粟津)
●男子・55㌔級/大谷欣司(粟津)
●男子・60㌔級/大谷悠生(浅井）
●男子・66㌔級/ 橋本健太（粟津）
●男子・73㌔級/高塚玲音（粟津）
●男子・81㌔級/西岡大起（比叡山）
●男子・90㌔級/窪田風雅（中主）
●男子・90㌔超級/岡田拓朗（粟津）

●女子・40㌔級/向尾知妃（市立守山）
●女子・44㌔級/安枝汐香（市立守山）
●女子・48㌔級/安枝帆香（市立守山）
●女子・52㌔級/藤井志穂（市立守山）
●女子・57㌔級/足達実佳（比叡山）
●女子・63㌔級/岡本朋花（市立守山）
●女子・70㌔級/杉野寿夏（比叡山）
●女子・70㌔超級/園田萌絵香（市立守山）

www.gaido.jp/tamawww.gaido.jp/tama
滋賀ガイドで連載中！

「タマちゃんの心のページ」 

絵・文 児玉紘一
（東近江市在住）


