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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

優勝おめでとう優勝おめでとう10/17（金）
第61回滋賀県中学校秋季総合体育大会
ブロック大会・個人１位一覧 Co
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■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  ■ユナイテッド・シネマ大津 
　

東近江市  BASE FOR REST

魚すくい体験コーナー魚すくい体験コーナー魚すくい体験コーナー
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さくら
さくら
さくら
さくら

オーナーのウエノチシンさん（右）とナルさんオーナーのウエノチシンさん（右）とナルさんオーナーのウエノチシンさん（右）とナルさん

「マサラチャイ」（450円）
「山栗とおからのケーキ」
　　　　　　　（300円）

「マサラチャイ」（450円）
「山栗とおからのケーキ」
　　　　　　　（300円）

「マサラチャイ」（450円）
「山栗とおからのケーキ」
　　　　　　　（300円）

●種類：シーズー　種類：シーズー　●年齢：５：５歳

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

おいしい祭りおいしい祭り

醒井養鱒場の
 「紅葉ます祭」　
醒井養鱒場の
 「紅葉ます祭」　
醒井養鱒場の
 「紅葉ます祭」　

も り

ベース　　フォー　  レスト

平成の杜「ことうヘムスロイド村」の中にあるカフェ

「BASE  FOR  REST」は、昨年10月オープン。木のぬくもり

があふれるお洒落な店だ。

２階では、オーナーのウエノチシンさんが整体院（要予

約）やヨガ教室を開いている。カフェは日曜日と月曜日

の営業だが、県外からもお客があるほどの評判だ。

取材日は敷地内で採れた山栗を使った「山栗とおからのケーキ」（300円）をいただいた。

「食材はできるだけ国産、滋賀県産を使うようにしています」とオーナーの奥さんのナルさん。

乳製品や卵を使わないお菓子も用意されており、毎回、違うケーキが食べられるのが楽しい。
（取材・藤井）

主なMenu主なMenu
★オリジナル
　　　　　ブレンドコーヒー …４００円

★ジンジャーソイラテ……４５０円

★おやつセット…………５００円
　　　マフィンまたはケーキ、
　　　ビスケット、ひとくち果物
　　　＋ドリンク注文の方は１００円引き

自然の中で、贅沢時間自然の中で、贅沢時間

BASE FOR REST
●東近江市平柳町５６８

●時間：１１：００～日没まで
　　　　　　　（ラストオーダーは日没前）

●営業日：日曜日、月曜日　●駐車場：６台

●席：室内９席、テラス席（犬OK）

●ＴＥＬ：０８０‐５７７９‐８１１３

ベ  ー  ス 　  フ ォ ー 　  レ  ス  ト

福井 敬 安藤赴美子

ルイ
ルイ

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

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！

メールはこちらメールはこちら

問い合わせ

醒井養鱒場/０７４９-５４-０３０１

シーズー犬のさくらです。近所の小さい子ど
もたちと仲良しです。いつも小学生の下校
時間に散歩に出かけ、可愛がってもらって
います。パトロールも兼ねていますよ！　  

飼い主：ジュンちゃん

さめがい

ち  ぎょ

ようそんじょう こうよう

11月16日（日）、醒井

養鱒場で「紅葉ます祭」が開かれる。

イベントの対象となっている魚はビワマ

ス、アマゴ、イワナ、ニジマスだが、特

にビワマスを多くの人に食べてもらおう

と企画され、スタンプラリーやビンゴ

ゲームなどが盛りだくさん。

特にビワマスずし、ビワマスの塩焼き、

ビワマスの天ぷらなどの試食コーナー

が人気だ。入場するときに「くじを引き」で試食メニューが決められるが、ビワマ

スのみそ汁の試食は1500食も用意され

ている。

「魚すくい体験コーナー」（500円）では捕

まえた稚魚を、10尾まで塩焼き、または

天ぷらにして食べられる。

ほかにも「親子ニジマス釣り体験コー

ナー」や「キッズコーナー」など

もある。（取材・前川）

紅葉ます祭
●場所：醒井養鱒場（米原市上丹生）

●時間：１０：００～１５：００　※雨天決行

●料金：大人５００円 高大生３００円 中学生以下無料

※滋賀県在住の方で、家族でお越しの方は当日無料

11/22
（土）

和太鼓に津軽三味線・琴・尺八・篠笛・唄などを加えた迫力満点和楽器コンサート

【出演】和楽器演奏集団 独楽

●場所：ハーティーセンター秦荘 大ホール

　　　　　　　（愛知郡愛荘町安孫子８２２）

●開演：１４：００（開場１３：３０） 

●料金：前売り 一般２,０００円 １８歳以下１,０００円（当日各２００円増） ※全席自由

●問い合わせ：ハーティーセンター秦荘/０７４９‐３７‐４１１０

和楽器演奏集団・独楽
和楽器コンサート ～心躍る 和の響き～

愛　荘

山口マオ絵本原画展愛　荘

絵本作家・山口マオの絵本原画（「わにわにのおふろ」「あむとあお

いリード」「でんしゃごっご」）と版木、スケッチなど約５０点を展示

●場所：愛知川びんてまりの館 企画展示ギャラリー
　　　　　　　（愛知郡愛荘町市１６７３）

●時間：１０：００～１８：００ ●料金：入場無料 ●休館日：月・火曜日

●備考：関連行事【山口マオ　トーク＆版画実演】 １１/９（日）　１４：００～１６：００ ※要申し込み

●申し込み・問い合わせ：愛知川びんてまりの館・愛知川図書館/０７４９‐４２‐４１１４

11/23
（日・祝）

11/15
（土）

11/16
（日）

日本のオペラ界を牽引する二人の豪華共演

【出演】福井 敬、安藤赴美子 

●場所：びわ湖ホール 大ホール（大津市打出浜１５‐１） 

●開演：１４：００（開場１３：１５）  

●料金：Ｓ席３,０００円　Ａ席２,０００円 青少年（２５歳未満）１,０００円

●備考：６歳未満の入場不可

　　　　　　　託児サービスあり（１歳以上～６歳未満まで、１人/１,０００円、１１/９までに要予約）

●申し込み・問い合わせ：びわ湖ホールチケットセンター/０７７‐５２３-７１３６

びわ湖ホール 名曲コンサート

福井 敬＆安藤赴美子 
ジョイントリサイタル

大　津

希望が丘 紅葉祭野　洲

「アートの道」で作品と紅葉を楽しもう！ 他にも森のクラフト

作り、野点、オカリナ演奏会などイベント盛りだくさん

●場所：希望が丘文化公園（野洲市北桜９７８） 

●時間：９：００～１７：００ （イベントによる）

●料金：入場無料（一部有料） ※駐車料金が別途必要（普通車５００円）

●備考：野点・クラフト作りは１１/１５(土)・１６(日)、オカリナ演奏会は１１/１６(日)開催

●問い合わせ：希望が丘文化公園 スポーツ会館/０７７‐５８８‐３２５１

開催中
▼

11/23
（日・祝）

開催中
▼

11/30
（日）

「Ａ２‐Ｂ‐Ｃ」＆
「チェルノブイリ・２８年目の子どもたち」上映会

大　津

原発事故後の福島を撮ったドキュメンタリー映画「A2‐B‐C」と

チェルノブイリ原発事故後28年目の現地の現状を追った「チェ

ルノブイリ・２８年目の子どもたち」を上映

●場所：まちなか交流館 コミュニティホール（大津市長等２‐９‐１） 

●時間：【午前の部】１０：００～１２：３０ 【午後の部】１４：００～１６：３０

●料金：１,０００円（ワンドリンク制）　●定員：各回５０人（先着順・要予約） 

●申し込み・問い合わせ：まちなか交流館/０７７‐５２５‐６６７４

ビワマスの塩焼きビワマスの塩焼きビワマスの塩焼き

親子ニジマス釣り体験コーナー親子ニジマス釣り体験コーナー

京フィルとあそぼう！
0歳からのファミリーコンサート

長　浜

京都フィルハーモニーがやってくる！大人も子どもも

いっしょに楽しめるクラシックコンサート

【出演】京都フィルハーモニー室内合奏団

●場所：浅井文化ホール（長浜市内保町２５００）　●開演：１１：００（開場１０：３０）

●料金：前売り 大人２,０００円 子ども５００円 ０～２歳は無料（当日各５００円増）　※全席自由

●問い合わせ：浅井文化ホール/０７４９‐７４‐４０００
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11/16
●開催日

バドミントンバドミントンバドミントン

柔 道柔 道柔 道
剣 道剣 道剣 道卓 球卓 球卓 球

ソフトテニスソフトテニスソフトテニス　
〈男子〉
●１ブ/霜降鳳矢、村田俊介（安曇川）
●２ブＡ/北川ジャン瑠加、
         　　　　　 北村竜郎（日吉）
●２ブＢ/田村光太郎、大野泰慈（粟津）
●３Ａブ/下門大輝、浅井洋祐（玉川）
●３Ｂブ/髙谷陸人、佐井悠馬（安土）
●４ブ/千代剛太、森田凌（甲西）
●５ブ/寺戸神威、一二三智彰（竜王）
●８ブ/宮田翔紀、清水龍生（長浜北）

〈女子〉
●１ブ/吉野夏鈴、矢盛奈 （々安曇川）
●２ブＡ/市本葵、高木理沙子（皇子山）
●２ブＢ/高野友貴、村田凪沙（瀬田北）
●３Ａブ/武田彩佳、久保優奈（草津）
●３Ｂブ/遠藤萌々香、伊駒咲良（野洲北）
●４ブ/玉木里奈、中村菜緒（甲賀）
●５ブ/奥田和香、竹田亜佑（朝桜）
●６・７ブ/廣田菜々美、友松優里（双葉）
●８ブＡ/堀季実佳、北村理恵（浅井）
●８ブＢ/藤井日菜乃、藤田珠鈴（木之本）

　
〈男子〉
●２ブ・シングルス/櫻田健太（粟津）
　　　 ダブルス/嶋川景斗、本庄佑基（日吉）

●３Ａブ・シングルス/北田紘規（草津）
●５ブ・シングルス/鈴木将人（能登川）
　ダブルス/平井唯翔、湯浅駿（能登川）

〈女子〉
●２ブ・シングルス/若山愛依（比叡山）
　　　 ダブルス/中嶋優花、八木陽香（日吉）
●３Ａ・４ブ・シングルス/豆本唯奈（高穂）
　　ダブルス/谷口さつき、山本優佳（高穂）
●５ブ・シングルス/堤愛花（聖徳）
　　　 ダブルス/中西彩羅、
　　　　　　　 中村なるみ（能登川）
　

〈男子〉
●１ブ/土守慶二（マキノ）
●２ブＡ/宮木宏輔（打出）
●２ブＢ/上原航太（瀬田）
●２ブＣ/大原花日（皇子山）

●２ブＤ/宮田旬（唐崎）
●３Ａブ/奥野優介（草津）
●４ブ/前田真希（甲南）
●５ブ/渡邊拓海（能登川）
●６ブ/松宮享平（甲良）
●７ブ/滝本時玄（伊吹山）
●８ブ/堤周平（長浜西）

〈女子〉
●１ブ/高山唯（今津）

●２ブＡ/清水美歩（真野）
●２ブＢ/奥野結香子（皇子山）
●２ブＣ/加名山穂香（瀬田）
●２ブＤ/川島奈々加（瀬田）
●３Ａブ/奥村恵（草津）

●４ブ/神尾百香（水口東）
●５ブ/竹井杏華（朝桜）
●６ブ/村長りか（彦根東）
●７ブ/伊賀並愛佳（伊吹山）
●８ブ/北川眞羽（長浜西）
　

〈男子〉
●１・８ブ・軽量級/福本幹太（高月）
　　　　   中量級/花澤錬太朗（浅井）
　　　　   重量級/千代靏岳（浅井）
●２ブ・軽量級/佐藤圭悟（田上）
　　　 中量級/奥田訓平（田上）
　　　 重量級/奥田創太（比叡山）
●３Ａ・３Ｂ・４ブ・
　　　軽量級/松尾優吾（市立守山）
　　　中量級/小寺亨征（市立守山）
　　　重量級/藤田優介（市立守山）
●５・６・７ブ・軽量級/杉江恭弥（甲良）
　　　　　　 中量級/藤本翔也（朝桜）
　　　　　　 重量級/加藤涼真（彦根東）

〈女子〉
●１・８ブ・軽量級/
　　　　   上口はな（浅井）
　　　　   中量級/山﨑椎奈（木之本）
　　　　　無差別級/前田典香（西浅井）
●２ブ・無差別級/足達実佳（比叡山）
●３Ａ・３Ｂ・４ブ・
　　　　軽量級/向尾知妃（市立守山）
　　　　中量級/藤井志穂（市立守山）
●５・６・７ブ・
　　　  無差別級/尾田瑠璃波（彦根南）
　

〈男子〉
●１・７・８ブ/鐘居郁海（高月）
●２ブ/横山玄（比叡山）
●３Ａブ/田中翔己（高穂）
●３Ｂブ/倉橋佳祐（守山南）
●４ブ/落合流星（水口）
●５・６ブ/和田龍太郎（彦根東）

〈女子〉
●１・７・８ブ/中之庄桂花（木之本）
●２ブ/堀由美恵（粟津）
●３Ａブ/仲間可南子（新堂）
●３Ｂブ/辻井茉里（八幡西）
●４ブ/三上紗輝（石部）
●５・６ブ/尾本栞莉（彦根南）

※価格はすべて税込み詳しくは詳しくは www.gaido.jp/cafewww.gaido.jp/cafewww.gaido.jp/cafe

（　　　　　　　　　　　　　　　）


