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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10/16（金）
第62回滋賀県中学校秋季総合体育大会
全県大会 団体・個人1位一覧
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問い合わせ

野洲市  銅鐸博物館

旧大津公会堂内にある「ニクバ

ル  モダンミール」は、今年５月

にリニューアルオープン。

滋賀と京都で５店舗を展開す

る牛肉専門店「やまむらや」が

直営するレストランで、リーズ

ナブルに本格的な牛肉料理

が楽しめる。

今回紹介するのは

　【近江牛赤身ステーキランチ】
　　　　　　　　　　（1300円）
　※ライス、スープ、サラダ付き

鉄板の上でジューシーに焼き上がっ

た近江牛ステーキは、ほんのりピンク

がかった厚切り肉に、タマネギと赤ワ

インを煮込んだ特製ソースがとろりと

絡む。口に入れると肉の甘みが広が

●大津市浜大津１‐４‐１（旧大津公会堂１Ｆ）

●ＴＥＬ：０７７‐５２２‐１６３０　●定休日：火曜日　

●駐車場：旧大津公会堂の４店舗合同駐車場あり

●時間：【ラ ン チ】１１：００～１４：００（Ｌ.Ｏ.１３：３０）

　　　　　　　【ディナー】１７：００～２３：００（Ｌ.Ｏ.２２：３０）

※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

り、軟らかくおいしい。

「ステーキといえば高いイメージがあり

ますが、カジュアルに牛肉を楽しんでも

らえればうれしいです」と店長の山村正

載さん。

ほかにも、濃厚な肉のうまみが感じら

れる「黒毛和牛の生ハム」も人気だ。

肉料理に合わせ、ワインの品ぞろえは

30種類以上ある。１杯からでも気軽

に楽しめる。（取材・福本）
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繊細で優美な竹工芸繊細で優美な竹工芸
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掲載写真を
シールにして
プレゼント！

●種類：種類：柴犬 ●年齢：８：８歳 
●性別：メス性別：メス 
●特徴：人懐こい
　　　　　　 　　　　　　 

菊花展

あづち信長出陣太鼓
15周年チャリティコンサート

伝楽 ～あづち この空の下で～
近江八幡

結成15周年。今までのすべてに感謝を込め、

力を合わせて太鼓を響かせる

●場所：近江八幡市文化会館 大ホール（近江八幡市出町３６６） 

●開演：【１部】１３：３０（開場１３：００）　【２部】１７：３０（開場１７：００）

　　　　　　　※完全入れ替え制 

●料金：前売り　大人１,５００円 中高生１,０００円 小学生以下５００円

　　　　　　　当日　　大人１,８００円 中高生１,３００円 小学生以下５００円

　　　　　　　１・２部通し券　大人２,５００円 中高生１,５００円 小学生以下５００円（前売り・当日同料金）

　　　　　　　※全席自由、席が不要な子どもは無料

●備考：チャリティとして、得られた収益は福祉団体に寄付する

●問い合わせ：あづち信長出陣太鼓（越後）/０８０‐２５０７‐３０５９

レイカグリーン27の菊作り同好会が育てた菊を展示

●場所：野間清六邸（近江八幡市永原町上１２）

●時間：１０：００～１６：００（４日は１２：００から） 

●料金：入場無料　●備考：コーヒー、お抹茶の販売あり

●問い合わせ：しみんふくし滋賀/０７４８‐３１‐３０５８ 

近江八幡

11/15
（日）

11/4
（水）
▼

11/9
（月）

劇団四季「クレイジー・フォー・ユー」彦　根

心地よいタップをはじめとした多彩なダンス、ミュージカルの

あらゆる醍醐味と魅力が存分に詰まった作品

●場所：ひこね市文化プラザ グランドホール（彦根市野瀬町１８７‐４）

●開演：１７：３０（開場１７：００） 

●料金：一般 ＳＳ席８,０００円 Ｓ席６,０００円 Ａ席５,０００円

　　　　　　　高齢者（６５歳以上）・障がい者・学生（大学生以下）

　　　　　　　ＳＳ席７,７００円 Ｓ席５,７００円 Ａ席４,７００円　  ※全席指定
　　　　　　　　　高齢者・障がい者・学生割引チケットの取り扱いは
　　　　　　　　　ひこね市文化プラザチケットセンターのみ ※窓口で身分証明書提示

●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

店長の山村正載さん店長の山村正載さん店長の山村正載さん

大管 大津管弦楽団 第128回定期演奏会大　津

【曲目】グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲 

　　　モーツァルト：交響曲第35番ニ長調Ｋ.385「ハフナー」

　　　ホーナー：「タイタニック」メドレー（編曲 Ｊ.モス）　他

●場所：大津市民会館　大ホール（大津市島の関１４‐１） 

●開演：１４：００（開場１３：１５） （１３：３０～　ロビーコンサート） 

●料金：前売り一般１,０００円 高校生以下７００円

　　　　　　　親子券（高校生以下１人と保護者１人）１,５００円 （当日各３００円増）

●備考：５歳未満の入場不可、託児所あり（１１/８までに要予約・有料）

●問い合わせ：大津管弦楽団/０８０‐４７０３‐０１１５ 

11/8
（日）

第30回 こだままつり大　津

障がいのある人へ地域の支援の輪を広げるための福祉まつり。

ステージ、模擬店、遊びコーナー、チャリティバザーなど内容盛りだくさん

●場所：滋賀大学教育学部附属 特別支援学校グラウンド（大津市際川３‐９‐１） 

●時間：１０：００～１５：００ ※雨天決行 ●料金：入場無料

●備考：公共交通機関の利用が望ましい

●問い合わせ：こだままつり実行委員会/０９０‐９２８３‐４１９７

11/1
（日）

11/7
（土）

11/8
（日）

うたごえサークルキララ　うたごえ会長　浜

ピアノとバイオリンの伴奏で、童謡や唱歌、懐かしい曲の数々を

参加者全員で歌う。生きがいづくり、友達作りの場にも！

●場所：長浜市民交流センター（長浜市地福寺町４‐３６） 

●時間：１３：００～１５：００  ●料金：５００円　 

●問い合わせ：うたごえサークル キララ（清水）/０９０‐１８９４‐４２４９
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は2匹いて合うと鼻をつけあってあ
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※Oh!Me1部につき１グループ全員有効
   ランチメニューをご注文の方に限る

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

合計金額から
100円引き

有効期限 2015/11/29まで

花籠「海の調べ」花籠「海の調べ」花籠「海の調べ」

野洲市の銅鐸博物館で、秋期企画展「竹

工芸の技と美　－杉田静山作品展－」

が開かれている。11月23日（月・祝）まで。

日本を代表する竹工芸作家

で県無形文化財保持者であ

る杉田静山氏の作品57点と

制作用具、籠の編み方の見

本などを展示。

杉田氏は13歳のとき野洲市

に移住し、竹籠作りを始め、

今年はちょうど70年の節目の

銅鐸博物館/０７７-５８７-４４１０

　
●男子/水口

●女子/栗東西
●総合/栗東西

●１年100㍍/須戸遼（双葉）
●２年100㍍/橋本浩志（日吉）
●200㍍/髙森翔（大東）
●400㍍/中川大和（長浜北）
●800㍍/大塚陽斗（打出）
●１年1500㍍/樽見遊佑（栗東西）
●２年1500㍍/西田歩（日吉）
●3000㍍/居田優太（南郷）
●110㍍Ｈ/三木諭（水口）
●１年４×100㍍/双葉
　　　　　　　　　西野開、西村晟太朗、

　　　　　　　　　北川侑樹、須戸遼

●４×100㍍/長浜北
　　　　　　　　　廣井ユウジ、中川大和、

　                            　小林熙、川村悠規

●走高跳/山岡恒輝（高月）
●棒高跳/岸川明斗（朝桜）
●走幅跳/岩井星澄（水口東）
●三段跳/木村蒔月（松原）
●砲丸投/井上夢大（八幡）
●円盤投/横山優飛（土山）

　
●１年100㍍/安達茉鈴（粟津）
●２年100㍍/杉江美香（瀬田）
●200㍍/続木千尋（南郷）
●800㍍/三浦瞳（日吉）
●1500㍍/北川星瑠（粟津）
●100㍍Ｈ/江原朱里（野洲）
●１年４×100㍍/粟津
　　　　　　　　　上田陽、久米美陽、

　　　　　　　　　木村智乃、安達茉鈴

●４×100㍍/高穂
　　　　　　　 長谷海音、川路萌恵、

　　　　　　　 宮地絵莉菜、前田紗穂

●走高跳/諸隈あやね（打出）
●走幅跳/西村純夏（志賀）
●砲丸投/森優華（青山）
●円盤投/稲垣ほのか（志賀）

●男子・団体/栗東西
●男子・個人総合/
　　　浅田僚大（栗東西）
●男子・ゆか/浅田僚大（栗東西）
●男子・跳馬/山本礼以（栗東西）
●男子・鉄棒/浅田僚大（栗東西）
●男子・鞍馬（奨励種目）/
　　　 阿部智樹（彦根中央）

●女子・団体/栗東西
●女子・個人総合/小野真奈（野洲北）
●女子・跳馬/小野真奈（野洲北）
●女子・平均台/小野真奈（野洲北）
●女子・ゆか/小野真奈（野洲北）
●女子・段違い平行棒（奨励種目）/
　　　　　　　　　　小野真奈（野洲北）

●個人総合/竹山星菜（愛知）
●ロープ/矢島花（聖徳）
●フープ/竹山星菜（愛知）

●男子/Ａ：八幡東　　　Ｂ：野洲北
　　　 Ｃ：彦根南　　　Ｄ：彦根東
●女子/Ａ：立命館守山　Ｂ：多賀

●男子/立命館守山

●男子/瀬田北

●男子/彦根南
●女子/伊吹山

●男子・団体/
   瀬田
●男子・シングルスカル/林颯一郎（瀬田北）
●男子・ダブルスカル/半田陸、
　　　　　　　　  　鷲田裕貴、（瀬田）
●男子・舵手付クオドルプル/瀬田
　　　　　　森本祥生、井上日向、竹下幸司、

　　　　　　松原聖仁、初田雅心

●女子・団体/瀬田北
●女子・シングルスカル/松田詩野（瀬田北）
●女子・ダブルスカル/濱口惟奈、
　　　　　　　　　  山元心（瀬田）
●女子・舵手付クオドルプル/瀬田北
　　　　　二宮桃子、松田優衣、落合陽乃花、

　　　　　白石奈緒子、小川涼子　

●男子・団体/彦根東
●女子・団体/栗東西

●男子・団体/光泉
●男子・シングルス/清水拓弓（瀬田北）

●女子・団体/立命館守山
●女子・シングルス/松田秋希（明富）　　
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竹工芸の技と美
－杉田静山作品展－
●場所：銅鐸博物館　２Ｆ企画展示室

　　　　　　　（野洲市辻町５７‐１）

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

●料金：大人２００円 学生１５０円 小中生１００円

　　　　　　　※野洲市民は無料、

　　　　　　　　　関西文化の日（１１/１４・１５）はどなたも無料

●休館日：月曜日（１１/２３は開館）、１１/４

11/23
（月・祝）
まで

（　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

P
プレゼント

年になる。

初期と最近の作品で作風が変

わっていく様子や、形は同じでも編

み方が全く違うなど、見どころが多い。

作品は「さざなみ」「海の調べ」「うずし

お」など、自然をイメージしたものが多

く、どれも繊細で美しい。

「伝統の技を駆使して表現された優美な

作品をご覧ください」と学芸員の行俊勉

さん。

妻の昭子さんの生け花の写真や杉田

氏の制作風景も紹介されており、ビデ

オ「竹工芸 杉田静山～その技と心～」

も上映されている。（取材・鋒山）
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