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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/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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ビジネスグリーンホテル日野の

中 に あ る レ スト ラ ン「G's 

kitchen」では、日野の郷土料理

「鯛そうめん」がいただける。

今回紹介するのは

　【鯛そうめん御膳】（880円）
　・鯛そうめん　・炊き込みご飯
　・汁もの　　　・サラダ
　・小鉢　　　　・フルーツ
　・コーヒー or 紅茶

鯛と根菜、そうめんが優しく煮込まれ

た鯛そうめんは、ほんのり温かい煮

汁が上品でおいしい。

ご飯、汁もの、サラダ、飲み物はおか

わり自由。県内の契約農家から仕入

れた無農薬野菜のサラダバーがおす

すめだ。

●蒲生郡日野町松尾２‐１６　ビジネスグリーンホテル日野内１Ｆ

●駐車場：ホテルの駐車場を利用（５０台） ●定休日：なし

●時間：【ラ ン チ】１１：３０～１４：００

　　　　　　　【ディナー】１７：００～２２：００（Ｌ.Ｏ.２１：３０）

●ＴＥＬ：０７４８‐５３‐１００１

※「鯛そうめん御膳」はシェフ不在時は出せないため、事前の問い合わせがおすすめ

 ホームページ　http://businessgreenhotel.info/hino

※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

「お客様の『おいしい』『あり

がとう』の声を励みに、これからも日野

に根付くレストランを目指します」と料

理長の駒井良太さん。

このほか、大皿に盛られた尾頭付きの

鯛そうめん（３～４人分、3100円、予

約制）や創作フレンチのランチ（1550

円、前日までに要予約）も人気だ。
（取材・原田）
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わがわが家のペット自慢

名前、郵便番号・住所、電話番号、オススメのお店・施

設、ご意見、ご感想を明記の上、ペットの写真（Ｌサイ

ズ以上）とペットの名前・プロフィル、アピール文、飼い

主名をお送りください。

〒５２３‐０８９３
近江八幡市桜宮町２９４　ＹＰ１
株式会社ヤマプラ
滋賀ガイド・Ｏｈ！Ｍｅ編集室

わが家のペット自慢係

インターネットからの
投稿は www.gaido.jp/pet 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！

メールはこちらメールはこちら

http://honwakanoie.web.fc2.com
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●種類：種類：ミニチュアダックスフント 
●年齢：５：５歳 ●性別：女の子性別：女の子

第25回 石塔フェスティバル東近江

阿育王塔と3万体の石仏に護摩供養とろうそくの奉納を行う。

他にもステージイベントや大鍋祭り・バザーなど

●場所：石塔寺境内一円及び石塔交流公園一帯

　　　　　　　（東近江市石塔町８６０） 

●時間：１８：３０～ ２１：００ ※小雨決行　●料金：入場無料

●備考：【石フェス門前市】手作りマーケットと大道芸　１５：００～１８：００

●問い合わせ：石塔フェスティバル実行委員会/０７４８‐５５‐０２０７ 

セシリアシンガーズと一緒に
コンサート＆ワークショップ

茶室夕照庵夏休み企画

自分で抹茶を点ててみよう
大　津

和室で主菓子をいただいた後、指導のもと自分で抹茶をたてる

●場所：びわこ文化公園　茶室夕照庵（大津市瀬田南大萱町）

●時間：１０：００～１２：００(随時受付)　●料金：３５０円（抹茶＋お菓子）

●対象：小学生～大人（小学生以下は保護者同伴） 

●備考：事前申し込み不要（混雑時は待機要）

●問い合わせ：びわこ文化公園/０７７‐５４３‐５８３１

8/24
（日）

8/21
（木）

8/16
（土）

8/19
（火）

8/30
（土）

セシリアシンガーズのコンサートと、ワークショップに参加した小学生との合同合唱

【出演】セシリアシンガーズ、ワークショップ参加の小学生、竹内公一（指揮）

【曲目】おどるポンポコリン、勇気100％、ふるさと（嵐）、手紙～拝啓十五の君へ～、

　　　レット・イット・ゴー～ありのままで～（アナと雪の女王より）　ほか 

●場所：県立文化産業交流会館　小劇場（米原市下多良２‐１３７） 

●開演：１４：００（開場：１３：３０）　●料金：一般１,０００円 小学生以下５００円　※全席自由 

●問い合わせ：県立文化産業交流会館/０７４９‐５２‐５１１１ 

米　原

はやしの里 あかりの演出2014
～新善光寺・薬師如来堂・長徳寺 行灯回廊～

栗　東

近江新善光寺とその一帯で露地行灯によるあかりの演出

●場所：新善光寺、長徳寺周辺（栗東市林） 

●時間：１７：００～２１：００（あかりの点灯は日没後） ※荒天中止

●料金：新善光寺特別拝観 ５００円

　　　　　　　（新善光寺三巡りと飲み物付き）

　　　　　　　※境内散策および万灯会は無料

●備考：【同時開催】林自治会と観光物産協会による「うまいもん市」

●問い合わせ：栗東市観光物産協会/０７７‐５５１‐０１２６

8/31
（日）

卓球ラリータイム草　津

ラリーを行いながらワンポイントアドバイスを行う

●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：１０：００～１１：３０  

●料金：受講無料（障がいのない人は施設使用料が別途必要）

●対象：障がいのある人・ない人

●持ち物：上靴 ●備考：毎月第３火曜日開催（９月を除く）

●問い合わせ：県立障害者福祉センター/０７７‐５６４‐７３２７ 

 八  幡　月～金曜日
　　　　（祝日と第２木曜日は除く）

●場所：近江八幡市旧教育集会所
　　　　　　 （近江八幡市八幡町１７０）

●時間：９：３０～１４：３０

●料金：年会費１,０００円（初回は体験日）

●対象：未就園児とその保護者　

 金  田　月・火・金曜日（祝日は除く）

●場所：金田学区福祉会館
　　　　　　 （近江八幡市金剛寺町２３６）

●時間：９：３０～１４：３０

●料金：年会費５００円（初回は体験日）

●対象：未就園児とその保護者
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創作フレンチのランチ
（1550円）
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代表の伊﨑葉子さん代表の伊﨑葉子さん代表の伊﨑葉子さん

ほんわかの家広い室内にはおもちゃがいっぱい！

ほんわかの家広い室内にはおもちゃがいっぱい！

ほんわかの家広い室内にはおもちゃがいっぱい！

絵本作家 長谷川義史氏 あおきひろえ氏
夫婦シアター

栗　東

その場で模造紙に筆一本で絵を描くショーは毎年大人気！

会場では絵本・グッズの販売あり

●場所：栗東芸術文化会館さきら 中ホール（栗東市綣２‐１‐２８）

●時間：１３：００～１５：３０（受付１２：１５～） その後サイン会１７：００まで 

●料金：大人２,８００円 子ども（中学生まで）１,０００円　※全席指定

●申込み・問い合わせ：ぴっぴ/０７７‐５６９‐３００３

近江八幡市の「ほんわかの家」は、０歳から未

就園児とその保護者を対象にした

施設。

NPO法人「ほんわかハート」が９

年前から運営していて、昨年か

らは会場が八幡会場と金田会

場の２カ所に増えた。八

幡会場では週５日、金

田会場で週３日開かれ

ている。

利用するに

は登録が必

要だが、開室時

間内であれば自由

に出入りできる。施設内

にはおもちゃや絵本があり、子どもたちは

思う存分遊べ、保護者はゆっくり過ごせる。

「押し付けではなく、見守る支援を心掛けていま

す」とほんわかハート代表の伊﨑葉子さん。

ほかにも、遊びを中心とした習いごと体験が

できる「ママ＆キッズチャレンジ事業」や、妊婦

が対象の「マタニティヨガ」も行われている。
（取材・福本）

たい

※Oh!Me1部につき1グループ有効
※ランチタイムに鯛そうめん御膳
　ご注文の方に限る

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント
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有効期限 2014/9/30まで

体 操体 操体 操

新 体 操新 体 操新 体 操

飛 込 み飛 込 み飛 込 み

柔 道柔 道

剣 道剣 道

柔 道

剣 道バドミントバドミントン

ボ ートボ ート

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

ソフトテニス

卓 球卓 球卓 球

テ ニ ステ ニ ステ ニ ス

7/28（月）、29（火）
第６7回 滋賀県中学校夏季総合体育大会

個人１位一覧 優勝おめでとう優勝おめでとう

●男子・4種目総合/細田真弘（北大路）
●男子・3種目総合/森安翔大（栗東）
●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/村田一真（草津）

●女子・4種目総合/道倉風羽花（日吉）
●女子・3種目総合/長崎茜（栗東西）
●女子・ゆか/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・段違い平行棒/道倉風羽花（日吉）

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

●男子・板飛/村岸柊（彦根中央）
●男子・高飛/村岸柊（彦根中央）

　　●女子・板飛/日比野朱理（彦根南）
　　●女子・高飛/日比野朱理（彦根南）

●男子・50㌔級/谷口歩（粟津）
●男子・55㌔級/柿田竜馬（愛知）
●男子・60㌔級/堤優輝（秦荘）
●男子・66㌔級/永谷直也（比叡山）
●男子・73㌔級/教野昭彦（高月）
●男子・81㌔級/西岡大起（比叡山）
●男子・90㌔級/加藤涼真（彦根東）
●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/尾田瑠璃波（彦根南）
●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/薬師山ひかり（比叡山）
●女子・70㌔超級/園田萌絵香（市立守山）

●男子/田中颯（野洲）

●女子/辻井茉里（八幡西）

●男子・ダブルス/
　　　    引地崇仁、藤野旭（瀬田北）
●男子・シングルス/三宅将平（日吉）

●女子・ダブルス/
　　　  福島葵、中嶋優花（日吉）
●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/

　　　   前畑光希、小磯知祐、野村祐貴、
　　　 安土裕基、塩見光矢（瀬田Ａ）
●男子・ダブルスカル/
　　　   河原林泰智、境田晃大（瀬田北Ｂ）
●男子・シングルスカル/野々下凌央（瀬田Ａ）

●女子・舵手付クオドルプル/
　　　   西田彩菜、林暢々、河村明日香、
　　　 清水瑞樹、和田萌（瀬田北Ａ）
●女子・ダブルスカル/
　　　   小森美郷、伊藤優歩（瀬田Ａ）
●女子・シングルスカル/
 　　　 小野山果衣（瀬田北Ａ）

●男子/瀬川航岸、林誠太朗（朝桜）

●女子/安井綾香、奥田果蓮（朝桜）

●男子/松宮享平（甲良）

●女子/近藤あおい（唐崎）

●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）

NPO法人ほんわかハート/0748-32-3077

未就園児のフリースペース

「ほんわかの家」
未就園児のフリースペース

「ほんわかの家」
未就園児のフリースペース

「ほんわかの家」
未就園児のフリースペース

「ほんわかの家」
近江八幡市　ほんわかハート
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八  幡 月～金曜日
　　　　（祝日と第２木曜日は除く）
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人が大好きな可愛い、
ミニチュアダックスフントです  
　　　　　　飼い主：イブママ

ほんわかの家

リトミック
◆開催日：主に第２・４月曜日　※６カ月間で12回

◆時間：10：00～11：00 ◆定員：10組

◆料金：2,000円/月 ◆対象：１歳半～未就園児の親子

えいごあそび
◆開催日：主に金曜日、月３回　※６カ月間で18回

◆時間：10：00～10：30 ◆定員：５人

◆料金：3,000円/月 ◆対象：２歳児～未就園児の親子

マタニティヨガ
◆開催日：主に第1・3金曜日　※6カ月間で12回

◆時間：15：00～16：00 ◆定員：若干名

◆料金：1,200円/回 ◆対象：妊娠中期（５カ月以降）

※会員期間は４/１～翌年３/31まで。毎年更新。

※「ママ＆キッズチャレンジ事業」は年会費500円が別途必要。

ママ＆キッズチャレンジ事業


