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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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１３.９.１生まれ　１歳

「１歳おめでとう。元気に育ってくれまし

た。もっともっと大きくなあれ！」（祖母より）

１３.９.２６生まれ　１歳

「祝１歳 ！ 明るく元気に

育ってね☆」（父母より）

１３.９.２８生まれ　１歳

「祝１歳☆るうくの面白い仕草に癒

やされます。大好き ！ ！ 」（父母兄より）

０８.９.１７生まれ　６歳

「笑顔いっぱい、元気いっぱい健

康に育ってね ！ 」（祖父母より）

１２.９.２７生まれ　２歳

「☆祝２歳☆笑顔がかわいい瑞

葵ちゃん ！ 大好き」（祖父母より）

１３.９.１１生まれ　１歳

「祝１歳。息子よ ！ たくまし

く優しく育て ！ 」（父母より）

０８.９.８生まれ　６歳

「いつまでも元気いっぱい笑

顔たくさんでいてね」（父より）

１３.９.１生まれ　１歳

「笑顔のかわいい陽良ちゃん、１歳おめでとう ！ い

つまでもお姉ちゃん大好きでいてね☆」（父母より）

１３.９.２５生まれ　１歳

「１歳おめでとう♪元気ですくす

く大きくなあれ ！ 」（父母より）

糸瀬一星くん糸瀬一星くん
いっ せいいっ せい

岩﨑由翔くん岩﨑由翔くん
ゆい  とゆい  と

平林瑞葵ちゃん平林瑞葵ちゃん
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鳥塚 湊くん鳥塚 湊くん
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１２.９.１０生まれ　２歳

「陽人の笑顔にいつも元気をも
らってます。ありがとう ！ 」（父母より）

１１.９.２生まれ　３歳

「おしゃべりと食べることが大好きなひ

いちゃん☆大きくなあれ♪」（父母より）

０８.９.９生まれ　６歳

「誕生日おめでとう ！ これからいろん

なことに挑戦していこうね☆」（母より）

１０.９.２２生まれ　４歳

「これからもニコニコ笑顔の

拓人でいてね ！ 」（父母より）

９月９月お誕生日
おめでとう♪

９月９月Birthday  SmileBirthday  SmileBirthday  Smile

名前（フリガナ）、性別、年齢、生年
月日（西暦）、メッセージ（２０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

１１月生まれのお友達募集！

締め切り
9月30日
必着
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イラストレーター やまだれいこ

桂 南光桂 南光桂 南光桂 南光

9/6（土）～
9/28（日）まで

県立近代美術館（大津市）

9/11（木）
応募締め切り

9/9（火）
応募締め切り

ひこね市文化プラザ（彦根市）

世界の名画と出会う
─ピカソ、マチス、ウォーホルの版画から─

東日本大震災復興支援
チャリティーコンサート
第２回 風に乗って伝えたい
9/23（火・祝）
Start 1３:00

10組20人ご招待 5組10人ご招待

滋賀ガイドwww.gaido.jpにはほかにもプレゼントが盛りだくさん!!

締め締め切り日
消印有効消印有効
締め切り日
消印有効
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〒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！Ｍｅ529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

アンディ・ウォーホル《マリリン》
1967年

©2014 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ARS, New York  & JASPAR, Tokyo 
アンディ・ウォーホル《マリリン》

1967年
©2014 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ARS, New York  & JASPAR, Tokyo 

さきら寄席 桂 南光 独演会
人気上方落語家である桂南光による独演会

【出演】桂南光、桂団朝、桂歌之助、桂鯛蔵

●場所：栗東芸術文化会館さきら 中ホール（栗東市綣２‐１‐２８）

●開演：１４：００（開場：１３：３０） 

●料金：一般３,０００円 学生２,０００円 ※全席指定 

●備考：未就学児の入場不可

●問い合わせ：栗東芸術文化会館さきら/０７７‐５５１‐１４５５

栗　東9/21
（日）

9/19
（金）

伊吹山音楽祭2014
全国各地のアーティストの音楽を楽しめる2日間。フリーマーケットも開催

●場所：伊吹薬草の里文化センター（米原市春照３７）

●時間：【１３日】１１：００～２０：３０ 【１４日】１０：００～１６：００

●料金：１日券３,０００円 ２日券５,０００円　小学生以下５００円（１日券）

●問い合わせ：伊吹薬草の里文化センター/０７４９‐５８‐０１０５

米　原

Hair＋Café しふぉん「ポストカード展」
日本画家、写真家、詩書家、３人のイラストレーターのポストカード

が店内の壁を彩る。気に入ったものはその場で買うことができる

●場所：Hair＋Café　しふぉん（守山市水保町１３５５‐２８） 

●時間：９：００～１８：００（ランチは１２：００～１４：００） 

●定休日：９/１１（木）、１４（日） ●料金：鑑賞無料

●備考：【詩書家Chai 書き下ろしに来店】９/１６（火）１０：００～

●問い合わせ：Hair＋Café　しふぉん/０７７‐５８５‐３５０１

守　山

沢田研二　LIVE 2014 三年想いよ
NEW ＣＤ「三年想いよ」を携えた全国ツアーの滋賀公演

●場所：びわ湖ホール 大ホール（大津市打出浜１５‐１）

●開演：１８：３０（開場：１８：００） ●料金：一般７,０００円（全席指定）

●備考：未就学児の入場不可 ●問い合わせ：ｏｔｏｎｏｗａ/０７５‐２５２‐８２５５

大　津

9/5
（金）
▼
9/17
（水）

9/13
（土）
・
9/14
（日）

9/7
（日）

琵琶湖外来魚駆除大会草　津

琵琶湖でブラックバス・ブルーギルなど外来魚の駆除を行う

●場所：草津市津田江１北湖岸緑地　※旧志那中湖岸緑地

●時間：１０：００～１５：００　※雨天決行 ●料金：大人２００円 小学生以下１００円（保険料等の実費）

●持ち物：釣りざお、魚を入れる容器などの釣り道具はできるだけ各自で準備

　　　　　　　　　※希望者には餌・仕掛け（無料）と、釣りざおの無料レンタル（若干数）あり

●備考：随時参加・解散。小学生以下は保護者同伴。団体で参加の場合は事前に要連絡

●問い合わせ：琵琶湖を戻す会　事務局（高田）/０９０‐８５２７‐３７５２


