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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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（水・祝）まで
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■彦根ビバシティシネマ　■イオンシネマ近江八幡・草津　

■水口アレックスシネマ　 ■ユナイテッド・シネマ大津
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ＪＲ新旭駅西側の高島市観光物

産プラザの１階にある「MIZU café 

cocco」は、昨年10月にオープン。

店名の「cocco」には「湖水」「湖北」「個

性」「心」などの意味が込められてお

り、比良山の生水が使われたランチ

が評判。

「生水」とは、「生きている水」と

いう意味で、同地区では比良

山系の湧き水のこと。

今回紹介するのは

　【一汁七菜ランチ】（1200円）
　・前菜プレート３種
　・メーンプレート４種
　・オリジナル雑穀ごはん
　・スープ　・ドリンク

●高島市新旭町旭１‐１０‐１　

●ＴＥＬ：０７４０‐２５‐８１３１

●時間：９：３０～１７：００（Ｌ.Ｏ.１６：３０）※ランチは１１：００～１４：００

●定休日：水曜日、年末年始

●駐車場：４０台（高島市観光物産プラザの駐車場）

※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

メニューは月替わりで、取材日の

メーンプレートはメカジキのソ

テー、ミルク豚の酒粕煮、タケノコ

の香草パン粉焼き、エリンギと枝

豆のかき揚げ、野菜サラダだった。

メカジキのソテーはラタトゥイユ

ソースがよくからみ、添えられ

た野菜との相性が良い。軟ら

かい豚肉には酒粕のうまみが

ギュッと詰まっている。

「昔から受け継がれてきた発酵の知恵

をうまくアレンジして、メニューに取り入

れています」と店長の谷口まゆみさん。

店内は通路が広く、車いすでの入店も

可能だ。（取材・志賀）
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セシリアシンガーズと一緒に
『サウンド・オブ・ミュージック』

米　原

セシリアシンガーズによる本格的な声楽の演奏とワー

クショップ参加者との共演。ミュージカル「サウンド・

オブ・ミュージック」のハイライト上演をお楽しみに

【出演】竹内 公一（指揮）、山村 直美、中村 千恵（ピアノ）、

　　　セシリアシンガーズ、ワークショップ参加者

【曲目】「サウンド・オブ・ミュージック」ハイライト、花、大きな古時計、ウィーンわが夢の街　他

●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１,５００円 小学生以下５００円 ※全席自由

●備考：３歳以下は保護者の膝上での鑑賞の場合は無料

●問い合わせ：県立文化産業交流会館/０７４９‐５２‐５１１１

重陽の節句 ～白拍子～

膳所夏まつり大　津

フリーマーケットや模擬店、昔遊び・紙飛行機大会、

ステージ発表などイベント盛りだくさん！ 夜には打ち上げ花火も

●場所：膳所城跡公園（大津市本丸町） ●時間：１０：００～２１：００ ●料金：入場無料

●問い合わせ：膳所観光協会/０９０‐２０１７‐６６０６

9/6
（日）

9/9
（水）

8/29
（土）

開催中
▼
9/6
（日）

開催中
▼
8/31
（月）

創作「白拍子」の鑑賞と菊を使った料理の食事会

【出演】井上由理子（白拍子）、伊藤えり（笙）

●場所：野間清六邸（近江八幡市永原町上１２）

●時間：１８：００～２０：００（受付１７：３０～） 

●料金：１人３,０００円（食事代含む） ●定員：３０人 ※先着順

●申込み・問い合わせ：しみんふくし滋賀/０７４８‐３１‐３０５８

近江八幡

現代美術展2015 ～現代への視点～
surface －思考と感情の行き交うところ－ 
奥田 誠一 展

守　山

さまざまな題材をもとに紡ぎだされるアートの数々

●場所：守山市民ホール 展示室（守山市三宅町１２５） 

●時間：１０：００～１７：００ ●料金：鑑賞無料 ●休館日：９/１（火）

●問い合わせ：守山市民ホール/０７７‐５８３‐２５３２ 

10/12
（月・祝）

紙と糸の結晶二人展近江八幡

滋賀県出身の２人の作家、切り絵師「紙の結晶 妙凛」の切り絵作品

と「手しごと工房 ｔｅ.ｔｏ.ｔｅ.」黒木彰子の天然ガーゼ服を展示。切

り絵を型紙にしたコラボ作品も展示

●場所：白雲館 ２Ｆギャラリー（近江八幡市為心町元９） 

●時間：１０：００～１７：００　※初日は１３：００から、最終日は１５：００まで 

●料金：鑑賞無料

●備考：「紙の結晶ＰｏｓｔＣａｒｄワークショップ」 ８/２９（土）１４：００～、３００円

　　　　　　　「ガーゼリバティ（フンドシ）ワークショップ」 ８/３０（日）１４：００～、１,０００円

　　　　　　　「クリスタルボール演奏会」 ８/２９（土）１１：００～、１３：００～、１５：００～ 

●問い合わせ：妙凛/０９０‐１９６１‐０２７５ 

　　　　　　　　　　　　　黒木/０９０‐３９２７‐５６０７ 

キース・へリング展
Keith Haring; Prints and other works
From Nakamura Keith Haring Collection
●場所：佐川美術館 特別展示室（守山市水保町北川２８９１）

●時間：９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）

●料金：一般１,０００円 高大生６００円 中学生以下無料

●休館日：月曜日（祝日の場合は開館）

トワイライトコンサート
8/29（土）  FM OSAKA SPECIAL LIVE 大西ユカリ
9/19（土）  タンゴアンサンブル「アストロリコ」
●場所：佐川美術館 アートステージ

●開演：１８：００（約１時間） ●料金：入館料のみで鑑賞可

●備考：両日ともに２０：００まで開館（入館は１８：１５まで）

　　　　　　　コンサート終了後も作品鑑賞可。

　　　　　　　雨天・強風の場合は館内で開催

まつやま さ　き　こ

※月によって内容が変わる※月によって内容が変わる※月によって内容が変わる
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草津クレアホール開館記念事業
劇団四季ファミリーミュージカル

「王子とこじき」
草　津

「本質を見ること」、「本当のことを言う勇気」。大切なメッセージ

のこもった物語をすてきな歌と踊りとともに

●場所：草津クレアホール（草津市野路６‐１５‐１１） 

●開演：１６：００（開場１５：３０） ※約２時間（休憩含む） 

●料金：一般 Ｓ席３,５００円 Ａ席３,０００円 車いす席２,５００円

　　　　　　　 １８歳以下・身がい者 Ｓ席３,０００円 Ａ席２,５００円 車いす席２,０００円

　　　　　　　※当日各５００円増 

●問い合わせ：草津クレアホール/０７７‐５６４‐５８１５ 

守山市の佐川美術館で、夏季企画展「キース・へリング展」が

開かれている。９月23日（水・祝）まで。

キース・へリングは1980年代のアメリカを代表する画家。80

年にニューヨーク地下鉄構内の使われていない広告板に絵

を描き始め、シンプルな線で描かれた人間や動物などが評

判になり、世界中から注目を浴びるようになった。

31歳で亡くなるまでの10年間、「アートはみんなのもの」を

テーマに創作活動を続け、アートを家に持って帰ってもらえ

るようにデザインしたＴシャツなどを販売。

今展では山梨県の中村キース・へリング美術館所蔵の作品

から版画、ドローイング、彫刻、写真など63点を展示している。

「キースらしい動きのある『レトロスペクト（回顧）』や、エイズ

予防啓発のために描いた『沈黙は死』など、見どころがたくさ

んあります」と学芸員の松山早紀子さん。

８月29日（土）と９月19日（土）には、「トワイライトコンサート」も行われる。（取材・澤井）

たにぐち

しょう ず
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佐川美術館/０７７‐５８５‐７８００

「キース・へリング展」「キース・へリング展」
守山市　佐川美術館

第６8回 滋賀県中学校夏季総合体育大会
7/25（土）、26（日）陸上・水泳  個人１位一覧 優勝おめでとう

●1年100㍍ / 川井貴斗（松原）
●２年100㍍ / 橋本浩志（日吉）
●３年100㍍ / 伊藤大和（高穂）
●200㍍ / 古川明世（彦根南）
●400㍍ / 中溝響介（米原）
●800㍍ / 岩田直人（南郷）
●1年1500㍍ / 樽見遊佑（栗東西）
●2､3年1500㍍ / 西田歩（日吉）
●3000㍍ / 湊優貴（県立守山）
●110㍍H / 三木諭（水口）
●低学年4×100㍍ / 双葉
　　　　　　　　　　   髙倉勇人、西村晟太朗、
  　  北川侑樹、河内颯太

●4×100㍍ / 彦根南      上田大夢、疋田俊介、
　　　　　　　　　　　日比谷潤、古川明世

●走高跳 / 北中裕也（甲南）
●棒高跳 / 金岡功大（土山）
●走幅跳 / 堀口龍生（守山北）
●三段跳 / 井戸本悠人（聖徳）
●砲丸投 / 中村涼汰（中主）
●円盤投 / 安岡大生（守山南）
●四種競技 / 河原秀弥（志賀）

陸上競技＜男子＞陸上競技＜男子＞陸上競技＜男子＞
●1年100㍍ / 安達茉鈴（粟津）
●2年100㍍ / 杉江美香（瀬田）
●3年100㍍ / 壹岐あいこ（南郷）
●200㍍ / 福林春香（南郷）
●800㍍ / 武田愛生（市立守山）
●1500㍍ / 飛田凜香（水口）
●100㍍H / 髙橋沙緒里（玉川）
●低学年4×100㍍ / 双葉
　　　　　　　　　      古野花音、久保田あみ、
      北原萌々、福井陽香

●4×100㍍ / 南郷　  髙谷真子、森田もえ、
      福林春香、壹岐あいこ

●走高跳 / 柴田千暉（日吉）
●走幅跳 / 西村純夏（志賀）
●砲丸投 / 田中ゆきね（志賀）
●円盤投 / 池田笑愛（彦根東）
●四種競技 / 中治衣理（粟津）

陸上競技＜女子＞陸上競技＜女子＞陸上競技＜女子＞

●50自 / 山川こまち（滋賀学園）
●100自 / 坂田玲奈（田上）
●200自 / 伊藤芽花（瀬田）
●400自 / 末光陽菜（彦根南）
●800自 / 末光陽菜（彦根南）
●100背 / 山川こまち（滋賀学園）
●200背 / 菅谷梨帆（八幡東）
●100平 / 吉田輝愛蘭（八幡東）
●200平 / 山口佑菜（仰木）
●100バタ / 伊藤芽花（瀬田）
●200バタ / 藤松寿帆（近江兄弟社）
●200個人 / 鳥巣紅音（志賀）
●400個人 / 鳥巣紅音（志賀）
●400Ｒ / 湖東　山川ゆうり、 廣瀬真依､
　　　　　　　 　   野村光香、永井花梨

●400ＭＲ / 彦根南　藤塚きりん、 森あかね、
　　　　　　　　　　　板原瑞月、末光陽菜

●50自 / 古川皓基（玉川）
●100自 / 古川皓基（玉川）
●200自 / 前田尚秀（県立守山）
●400自 / 上村拓也（水口）
●1500自 / 上村拓也（水口）
●100背 / 小田柿昴洋（彦根南）
●200背 / 小田柿昴洋（彦根南）
●100平 / 米田隼（比叡山）
●200平 / 米田隼（比叡山）
●100バタ / 十亀正暉（近江兄弟社）
●200バタ / 十亀正暉（近江兄弟社）
●200個人 / 河田結人（真野）
●400個人 / 河田結人（真野）
●400Ｒ / 栗東西　 竹中夢翔、上原昂将、
　　　　　 　丸橋楓己、鈴木瞬大

●400ＭＲ / 彦根南　 小田柿昴洋、辻村彪悟、
　　　　　 　　中野航輔、山添晴斗

水泳競技＜女子＞水泳競技＜女子＞水泳競技＜女子＞水泳競技＜男子＞水泳競技＜男子＞

（　　　　 ）
（　　　　  ）

（　　　      ）
（　　　　  ）
（　　　　  ）

（　　　　）

（　　　  　 ）
（　　　　 ）

水泳水水泳水泳水

※1日先着10人
※Oh!Me1部につき1グループ有効

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

発酵ドリンク
オレンジまたはレモン

アイスorホット

サービス

有効期限 2015/9/27まで

夏季企画展


