
毎　日　新　聞 2014年（平成26年）12月18日（木曜日） 3毎　日　新　聞2 2014年（平成26年）12月18日（木曜日）

有効期限 2015/1/31まで

Oh!Me1部につき１グループ有効
１人一つプレゼント

※品切れの場合は別の商品に変更

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

朝摘みタマゴの
濃厚プリン

～料理長のブリュレ仕立て～

プレゼント

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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1212/2020（土）（土）
全国東宝系にてロードショー全国東宝系にてロードショー ★12/27（土）～30（火）「年末フェア」

★2015年1/2（金）～5（月）「新春フェア」
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リニューアルオープン！
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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   ■大津アレックスシネマ  ■ユナイテッド・シネマ大津

今年開館11周年を迎えた道の駅「竜

王かがみの里」がリニューアルオープ

ンした。

売り場が広くなり、魚コーナーを新設

した。切り身や貝をパック詰めした鍋セットなどが

並ぶほか、採れたての野菜、スープ、うどん

など、鍋の材料もそろっている。

総菜コーナーでは、近江牛入りの

「ロコモコ丼」（480円）が評判。竜

王町産の果物を使ったプリンや焼き

菓子のブッセもお土産におすすめだ。

開店10周年を迎えた、彦根

市の夢京橋キャッスルロー

ドにある「比内地鶏ほっこ

りや」は、比内地鶏を使っ

た料理がいただける。

今回紹介するのは

　【比内地鶏の親子丼】　
　　　　　　　（1296円）
　※サラダ、水炊きスープ、
　　燻りがっこ付き

鶏肉は、秋田から毎日取り寄せている

比内地鶏。備長炭で香ばしく焼き上

げ、卵をたっぷり使って作った親子丼

はとろとろで絶品だ。

「燻りがっこ」は秋田の郷土料理で、大

根の漬物をいぶしたもの。水炊き

スープには、鶏肉団子やクコの実が

入っている。

「冬の比内地鶏は脂がのっています。

●彦根市本町２‐２‐１１ 夢京橋キャッスルロード中央

●ＴＥＬ：０７４９‐２１‐３５６７ ●定休日：水曜日　●駐車場：１０台

●時間：【ランチ】１１：３０～１４：３０（Ｌ.Ｏ.１４：３０）

　　　　　　　【ディナー】１７：００～２３：００（Ｌ.Ｏ.２２：１５）

※価格は全て税込です詳しくは詳しくは www.gaido.jp/lunchwww.gaido.jp/lunchwww.gaido.jp/lunch

ぜひ味わってみてください」と店長の

川瀨陽一さん。

他にも、ハーフ親子丼にミニラーメン

やサラダ、デザートなどが付いた「レ

ディースセット」（1404円、平日・20食

限定）が人気。

秋田名物「きりたんぽ鍋」のコース料

理もあり、仲間や家族と集まるこの時

期にぴったりだ。（取材・藤井）

ひ  ない   じ  どり

いぶ

店主の友美さんと娘の文音ちゃん店主の友美さんと娘の文音ちゃん
ふみねふみね

「ロコモコ丼」（480円）「ロコモコ丼」（480円）

写真は以前の様子写真は以前の様子

比内地鶏と秋田名物のランチ比内地鶏と秋田名物のランチ比内地鶏と秋田名物のランチ

比内地鶏 ほっこりや比内地鶏 ほっこりや比内地鶏 ほっこりや
ひ ない じ ど りひ ない じ ど り

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

開催中
▼

12/23
（火・祝）

開催中
▼

12/26
（金）

12/20
（土）
▼

12/21
（日）

し みず

かわ  せ  よういち

北欧のクリスマス
～オーロラと森の国、ラップランドの世界～

彦　根

映画「アナと雪の女王」のオープニング曲「ヴェリィ」を作曲したノ

ルウェー出身の作曲家フローデ・フェルハイムが来日。映像と音

楽でその世界観を表現するメッセホールライブ

【出演】フローデ・フェルハイム、ヒルデグン・オイセット

●場所：ひこね市文化プラザ メッセホール（彦根市野瀬町１８７‐４）

●開演：１９：００（開場１８：００）

●料金：一般２,５００円 一般２枚４,０００円（全席自由・１ドリンク付）

●備考：未就学児の入場不可

●問い合わせ：ひこね市文化プラザ チケットセンター/０７４９‐２７‐５２００

北びわこ小劇場演劇ワークショップ成果公演
クリスマス・キャロル
～サンタの不思議なプレゼント～

米　原

一般公募で集まった仲間たちで創る楽しいオリジナル音楽劇

●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 中学生以下５００円 

　　　　　　　 ３歳未満無料（全席自由）

●備考：子どもには来場プレゼントあり

●問い合わせ：県立文化産業交流会館/０７４９‐５２‐５１１１

12/20
（土）
・

12/21
（日）
・

12/23
（火・祝）

ヤンマーミュージアム/0749-62-8887

道の駅 竜王かがみの里
●場所：蒲生郡竜王町大字鏡１２３１‐２

●時間：９：００～１７：００（１２～２月）

　　※レストランは【平日】１１：００～１６：３０（Ｌ.Ｏ.１６：００）

　　　　　　　　　　　　　　 【土日祝】１１：００～１７：００（Ｌ.Ｏ.１６：３０）　

●定休日：火曜日（祝日の場合は翌日） ●駐車場：約１００台

12/21
（日）

12/25
（木）

2014  Lighting Bell 
　in NOTOGAWA 

東近江

美しいイルミネーションで公園内をライトアップ

●場所：東近江市林中央公園（東近江市林町）

●時間：１７：３０～２２：００　●料金：鑑賞無料

●問い合わせ：能登川地区まちづくり協議会 事務局/０５０５‐８０２‐２７９３（平日午前中）

霜浦州平写真展 “ヨーロッパの山旅から”大　津

スイス、イタリア、ジョージアで撮った写真１０点を展示

●場所：ミニギャラリーぽすと 滋賀里簡易郵便局内（大津市滋賀里３‐１‐２９） 

●時間：９：００～１７：００（最終日は１６：００まで） ●料金：入場無料

●休館日：土・日曜日、祝日

●問い合わせ：ミニギャラリーぽすと/０９０‐９１６７‐２２５９ 

さ　さ　き　ゆ　み

米原市役所の伊吹庁舎に近い「佐々木文具店」は、今年10月にオープン。

店主の佐々木友美さんのお気に入りの文具や、手紙に関わる

手作り商品を販売している。

人気があるのは、佐々木さんが彫ったオリジナルの消し

ゴムハンコ。琵琶湖の形をしたハンコ（630円）などユ

ニークなものがある。

建物は20年ほど前まで床屋だったもので、理髪スペース

のカウンターを活用してお茶も楽しめるようになっている。

将来は奥の部屋も使って広くする予定だそうだ。

「ここで文具を買ってもらって、コーヒーを飲みな

がら手紙を書き、店先のポストに投函してもら

えたらうれしいですね」と佐々木さん。

現在、佐々木さんは子育て中で、営

業日は日曜日と月曜日の週２回だ

けだが、遠方から訪れる客もいる。

コーヒーの良い香りの中で楽しく

手紙が書けそうだ。（取材・藤井）

佐々木文具店
●場所：米原市春照４６９

●営業日：日曜日、月曜日（不定休あり）

●時間：１１：００～１７：００（冬季は１１：００～１６：００）

　　　　　　　※不定期でイベント出店あり

●駐車場：２台

佐々木文具店 /０８０-１５０６-１５８０問い合わせ

問い合わせ問い合わせ

Duo Feder × Duo des Oliviers
クリスマスコンサート
～２組のピアノデュオによる連弾演奏会～

大　津

２組のピアノデュオが連弾の名曲を演奏。クリスマスにちなんだ楽曲、

４人で弾く1台８手なども

【出演】デュオ・フェーダー（小澤まり子、山本惇加）、

　　　デュオ・デ・オリヴィエ（齊藤まり子、平居妙子）

●場所：奏美ホール（大津市御幸町６‐９） ●開演：１４：３０（開場：１４：００)

●料金：２,５００円（お茶・お菓子付き） ●問い合わせ：奏美ホール/０７７‐５２４‐２３３４

レストランでは、ランチパスポートを提示すると「か

きフライ定食」が500円でいただける。

「11月に増築が終わり、広くて奇麗になりました。

ぜひお越しください」と駅長の清水さん。

新年は１月２日（金）から営業。当日は甘

酒のふるまいや開運御縁袋の配布などの

イベントを予定している。（取材・原田）

© LEVEL-5／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト2014© LEVEL-5／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト2014© LEVEL-5／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト2014

12/21
（日）

RISSミュージアムロビーコンサート19 
ハープとマリンバとミュージックベルが奏でる
クリスマスコンサート

栗　東

【出演】奥村夏海（マリンバ）、大西伶奈（ハープ）、ピアチェーレ（ミュージックベル）

【曲目】音楽絵本「くるみ割り人形」（お話：岩田知実）、シチリアーノ（ハープ）、

　　　アベ・マリア（ハープ、マリンバ）、クリスマスメドレー 

●場所：栗東歴史民俗博物館 ロビー（栗東市小野２２３‐８）

●開演：１４：００　●料金：鑑賞無料　●備考：公共交通機関の利用が望ましい

●問い合わせ：栗東歴史民俗博物館/０７７‐５５４‐２７３３

なり た  たつ  き すな かわりょう こ

昨年の様子昨年の様子昨年の様子

びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート

2014‐2015　

びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート

2014‐2015　

びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート

2014‐2015　

びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート

2014‐2015　

びわ湖ホール チケットセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（火曜休館）

077‐523‐7136 道の駅 竜王かがみの里/0748-58-8700
申し込み
問い合わせ

●場所：県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール（大津市打出浜１５‐１）

●開演：２２：００（開場：２１：００） ※２４：３０終演予定

●料金：Ｓ席６,５００円 Ａ席５,０００円 Ｂ席４,０００円　Ｃ席３,０００円 

　　　　　　　青少年（２５歳未満）Ｓ～Ｃ席１,５００円

●備考：６歳未満は入場不可

　　　　　　 ２１：２０～ 大ホールホワイエでウェルカム・コンサートを開催

　　　　　　　ＪＲ大津駅～びわ湖ホール間の無料シャトルバスあり

12月31日（水）、大津市のびわ湖ホールで「ジルヴェ

スター・コンサート2014-2015」が開かれる。今年

のカウントダウンコンサートは、ドイツのリューベッ

ク歌劇場からアンドレアス・ヴォルフを指揮に迎え

る。成田達輝(バイオリン)や砂川涼子(ソプラノ)な

どの豪華ソリストとともに華やかに新年を迎えよう！

12/31
●水

ヤンマーミュージアム

ディーゼル記念日
　　　　特別企画

ヤンマーミュージアム

ディーゼル記念日
　　　　特別企画

ヤンマーが世界で初めてディーゼルエン

ジンの小型実用化に成功した日（1933

年12月23日）を記念し、入館料の割引や

クイズラリーなどを行う

●場所：ヤンマーミュージアム

　　　　　　（長浜市三和町６‐５０） 

●時間：１０：００～１８：００（入館は１７：００まで）

●料金：大人６００円→５００円 

　　　　　　　小中生３００円→２００円 

　　　　　　　未就学児無料（他割引と併用不可）

ヤンマーが世界で初めてディーゼルエン

ジンの小型実用化に成功した日（1933

年12月23日）を記念し、入館料の割引や

クイズラリーなどを行う

●場所：ヤンマーミュージアム

　　　　　　（長浜市三和町６‐５０） 

●時間：１０：００～１８：００（入館は１７：００まで）

●料金：大人６００円→５００円 

　　　　　　　小中生３００円→２００円 

　　　　　　　未就学児無料（他割引と併用不可）

ヤンマーミュージアムオリジナルの
エンジン銘板に名前を打刻しよう！

●時間：１０：００～１６：００

●料金：３００円


