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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

毎　日　新　聞

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
ブロック大会・個人１位一覧
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11/21
●土

問い合わせ

11/７（土）ロードショー

大津市　立木音楽堂
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高島市安曇川町にある

「café 森の木」は、2013年

６月にオープン。

森の中にいるような気持

ちになってほしいという願

いから店名が付けられた。

今回紹介するのは

　【森の木ランチ】（1100円）
　・グリーンサラダ
　・じゃこと豆腐と玉ねぎの梅あえサラダ
　・小松菜と人参のゴマあえ
　・豚のしょうが焼き
　・サツマイモと大根葉のみそ汁
　・ご飯　・漬けもの
　・コーヒー or 紅茶

ランチは週替わり。おかずは

すべて地元の旬の野菜を中心

に使い、食材のうまみを引き立

たせる味付けになっている。

プラス250円でデザートが付く。

ほかにも、14時から販売される

「パンケーキ」（800円）がおすす

●高島市安曇川町西万木１０７０‐１

●ＴＥＬ：０７４０‐３２‐３１２４　●駐車場：７台

●定休日：日・月曜日、祝日（土曜日は不定休）

●時間：１１：００～１６：００

※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

め。３種類から選べ、コーヒーまたは

紅茶が付く。紅茶はムレスナティーか

らその日に選ばれたものがいただける。

店外にはドッグランが併設され、犬と

一緒に店内で食事もできる。

「犬が苦手な方やお子さま連れのため

に個室（要予約）もご用意しています」

と店長の岸彩美さん。

フェイスブックでは、森の木ランチの

内容を掲載している。店名で検索を。
（取材・志賀）

ドッグランを併設！
犬と遊んでランチも
　　　できる楽しい店

ドッグランを併設！
犬と遊んでランチも
　　　できる楽しい店

ドッグランを併設！
犬と遊んでランチも
　　　できる楽しい店 贅沢な「時間と空間」贅沢な「時間と空間」贅沢な「時間と空間」

コンサートホール＆カフェコンサートホール＆カフェ

café 森の木café 森の木café 森の木
カフェ　 もり　　　き

ガリガリトンボガリガリトンボ

きしあや み

カ フェ  もり　 　 き

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

※Oh!Me1部につき１グループまで有効

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

森の木ランチ
100円引き

有効期限 2015/12/5まで

「おうちごはん」「おうちごはん」「おうちごはん」
大津市石山外畑町にある「立木音楽堂」を訪ねた。

クラシック音楽を中心としたコンサートホールで、2008年に

オープン。厄除けで知られる立木観音が近く、目の前に瀬

田川が流れている。

ステージの奥が大きなガラスの壁になっているので、演奏

を聴きながら四季折々の風景が楽しめる。座席はすべて、

瀬田川が見られるように配置されている。

営業は土・日曜日のみ。コンサートが月に１回開かれてお

り、コンサートがない日はホールがカフェになる。

メニューは旬の野菜をたっぷり使った「おうちごはん」（1000

円、１日約10食限定）や、「ブレンドコーヒー」（400円）、「ガ

トーショコラのケーキセット」（750円）などだ。

「天気の良い日の景色はす

ばらしく、雨の日も幻想的

です。ゆっくりと自然の風

景をお楽しみください」と

スタッフの舘利春さん。

目の前の雄大な自然を見

ていると、時間が経つの

も忘れそうだ。（取材・澤井）
立木音楽堂/０７７-５４６-４０００

たち  き  おんがくどう

たてとしはる

立木音楽堂
●場所：大津市石山外畑町１１０‐２

●時間：１１：００～夕暮れまで

●営業日：土・日曜日

●駐車場：カフェ８台、コンサート３０台

Autumn Party
オールディーズ  JAZZ  コンサート

【出演】大矢富一（ピアノ）

■開演：１４：００（開場１３：００） ■料金：５００円

■予約：立木音楽堂 または 大矢（０７７‐５４５‐２６４１）

バドミントンバドミントンバドミントン
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柔 道柔 道柔 道

ソフトテニスソフトテニスソフトテニス　
〈男子〉
●１ブ/平井歩輝、

　　 　　　　　　松井瑠生（安曇川）
●２ブＡ/北川ジャン瑠加、秋山行（日吉）
●２ブＢ/大原惇、上杉空矢（南郷）
●３Ａブ/辻川靖悟、松尾亮汰（栗東）
●３Ｂブ/髙谷陸人、佐井悠馬（安土）
●４ブ/奥田雄大、森田衣天（信楽）
●５ブ/瀬川峻岸、保田大地（朝桜）
●８ブ/藤森優弥、酒井健太（びわ）

〈女子〉
●１ブ/阿武穂乃夏、立岡史菜（湖西）
●２ブＡ/小山玲美、伊賀千夏（唐崎）
●２ブＢ/山口和華、東美佐（瀬田北）
●３Ａブ/武田彩佳、池田紗有希（草津）
●３Ｂブ/松尾咲野、佐藤優衣（市立守山）
●４ブ/望月友貴奈、辻若菜（甲賀）
●５ブ/鳥飼莉子、向畑成菜（滋賀学園）
●６・７ブ/山田真希、山川柚衣（河南）
●８ブＡ/吉井圭、石川季咲希（長浜西）
●８ブＢ/清水萌花、川嵜結以（木之本）

　
〈男子〉
●２ブ・シングルス/友野嵐丸（仰木）
　ダブルス/上口裕也、山村隼斗（仰木）

●３Ａブ・シングルス/井口智就（高穂）
　ダブルス/山田大稀、赤坂翔（栗東西）
●５ブ・シングルス/馬籠遼（能登川）
　ダブルス/伊崎裕一朗、大橋雅史（能登川）
●６ブ・シングルス/大田朋也（彦根中央）
　ダブルス/田中楓也、中村颯人（彦根南）

〈女子〉
●２ブ・シングルス/畑有沙（粟津）
　ダブルス/谷口萌奈、若野真子（仰木）
●３Ａブ・シングルス/青木菜那子（高穂）
　ダブルス/曽我部萌、久保友佳（栗東西）
●５ブ・シングルス/堤愛花（聖徳）
　ダブルス/笠松そら、安田真莉亜（五個荘）
●６ブ・シングルス/花澤優依（彦根西）
　ダブルス/濵村唯香、西村優菜（彦根西）
　

〈男子〉
●１・８ブ・軽量級/安田力也（虎姫）
　　　　   中量級/花澤錬太朗（浅井）
　　　　   重量級/千代靏岳（浅井）
●２ブ・軽量級/田村壮志（比叡山）
　　　 中量級/上門昴輝（田上）
　　　 重量級/小上展寿（粟津）
●３Ａ・３Ｂ・４ブ・軽量級/浜田卓（八幡）
　　　　　　　  中量級/杉山太郎（八幡）
　　　　　　　 重量級/大迫力也（甲西北）

●５・６ブ・軽量級/楠神岳騎（愛知）
　　　　   中量級/堤大輝（秦荘）
　　　　   重量級/土田海也（河南）

〈女子〉
●１・８ブ・軽量級/岡ももか（浅井）
　　　　　無差別級/横田麗（木之本）
●２ブ・軽量級/柳原美希（比叡山）
　　　 無差別級/木内幸妃（粟津）
●３Ａ・３Ｂ・４ブ・軽量級/南平絢香（市立守山）
　　　　　　　中量級/江畑真衣（市立守山）
●５・６ブ・軽量級/中川乃愛（能登川）
　　　　   中量級/東澤あゆみ（湖東）
　

〈男子〉
●１・７・８ブ/藤居優希（長浜南）
●２ブ/森玄一（比叡山）
●３Ａブ/田中翔己（高穂）
●３Ｂブ/阪口暁大（守山南）
●４ブ/藤原優斗（水口）
●５・６ブ/竹久瞬（彦根東）

〈女子〉
●１・７・８ブ/齊藤夏（高月）
●２ブ/八木優澄（比叡山）
●３Ａブ/今井惠理（草津）
●３Ｂブ/初田睦貴（守山南）
●４ブ/堀田七菜（土山）

●５・６ブ/織田音々花（愛知）
　

〈男子〉
●１ブ/石田涼（マキノ）
●２ブＡ/邑上和也（唐崎）

●２ブＢ/佐々木大智（南郷）
●２ブＣ/松村和真（打出）
●２ブＤ/中野颯真（南郷）
●３Ａブ/角谷颯太（高穂）
●４ブ/前田真希（甲南）
●５ブ/渡邊拓海（能登川）
●６ブ/川森健竜（稲枝）
●７ブ/小林真希（双葉）
●８ブ/河村尚紀（長浜西）

〈女子〉
●１ブ/釆野真菜美（今津）
●２ブＡ/清水美歩（真野）
●２ブＢ/白井菜菜子（志賀）
●２ブＣ/平山礼菜（皇子山）
●２ブＤ/山本愛織（日吉）
●３Ａブ/野田遥愛（葉山）
●４ブ/林中優依（甲西）
●５ブ/西村芽生（聖徳）
●６ブ/寺村琴音（彦根南）
●７ブ/谷川莉永（伊吹山）
●８ブ/江藤舞祐（長浜西）

寿長生の郷 秋の収穫まつり 2015

龍燈山 光明寺 第４回錦秋祭

桂米紫 落語会
東近江

【出演】桂米紫、桂しん吉、桂慶治朗、吉崎律子（三味線） 

●場所：龍燈山 光明寺（東近江市和南町８５９）

●開演：１５：００（１４：３０開場、１７：３０終了予定）

●料金：１,０００円（当日精算、要予約） ●備考：未就学児の入場不可

●申し込み・問い合わせ：龍燈山 光明寺（住職・伊藤英明）/０９０‐３７０３‐４７２６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メール： myo330704@yahoo.co.jp

和菓子バイキングや秋まつり期間限定のお菓子など期間中さまざまなイベントを開催

【菓子バイキング】11/8（日）、15（日）15：00受付

【里山深秋ライトアップコンサート】※食事付・要予約

11/14（土） 17：30 ～ 20：00　料金：8,640円

●場所：叶 匠壽庵 寿長生の郷（大津市大石龍門４‐２‐１）

●時間：１０：００～１７：００ ●料金：入場無料　●備考：期間中無休

●申し込み・問い合わせ：叶 匠壽庵 寿長生の郷/０７７‐５４６‐３１３１

大　津

11/15
（日）

11/7
（土）
▼

11/23
（月・祝）

開催中
▼

11/30
（月）

プチはあとマルシェ in 近江八幡近江八幡

アロマ、手巻き寿司、耳つぼジュエリー、アイシングクッキーなど、アットホームな

時間を過ごせるお店が集合！ 一軒家を丸ごと貸し切って行うイベント

●場所：ｇｌａｚｚｏモデルハウス（近江八幡市堀上町３４１‐８） ●時間：１１：００～１５：００ 

●料金：入場無料（無料託児所あり） ●備考：【次回開催】２０１６年３/２７（日） 旧大津公会堂

●問い合わせ：Ｗｏｍａｎ'ｓ Ｓｈｉｐ（片山）/０９０‐５０５６‐５５８８ 

関西フィル&武田優美 ロマンティックコンサート長　浜

関西フィルメンバーと長浜市出身の武田優美が贈るコンサート

【出演】武田優美（ピアノ）、岩谷祐之（バイオリン）、向井航（チェロ）、

　　　萩原合歓（バイオリン）、三木香奈（ビオラ）

【曲目】ベートーベン・弦楽四重奏曲第7番へ長調「ラズモフスキー第1番」、

　　　ショパン・ピアノ協奏曲第2番「へ短調」

●場所：長浜文化芸術会館（長浜市大島町３７）

●開演：１４：００（開場：１３：３０） ●料金：２,５００円（全席指定）

●備考：未就学児の入場不可 ●問い合わせ：長浜文化芸術会館/０７４９‐６３‐７４００

11/15
（日）

音楽の散歩道 ～秋の午後 音とうたうひととき～甲　賀

【出演】秋月孝之（トランペット）、片山千津子（バイオリン）、

　　　杉山佳代子（フルート）、松山顕子（ピアノ）

【曲目】「ペールギュント」より 朝、「アルルの女」より メヌエット、

　　　リベルタンゴ/ルパン三世のテーマ、

　　　情熱大陸/ニューシネマパラダイス　他 

●場所：あいの土山文化ホール（甲賀市土山町北土山２２２２‐２） 

●開演：１４：００（開場：１３：３０） ●料金：小学生以上１,０００円（全席自由）

●問い合わせ：あいの土山文化ホール/０７４８‐６６‐１６０２ 

11/8
（日）

11/14
（土）

近江八幡

愛のことば、元気が出ることばに、動物のかわいいイラスト。

大小あわせて200点ほどの手描き作品を展示・販売

●場所：白雲館（近江八幡市為心町元９） ＴＥＬ：０７４８‐３２‐７００３

●時間：１０：００～１６：３０（最終日は１６：００まで） ●料金：入場無料

●備考：期間中の土日祝の午後は作者来館予定（８日、１４日以外）  　　　 

●問い合わせ：蜂谷清香/ｕｔａｓｈｉｅ＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ

　 ★最新情報＆詳細はホームページ「はちやきよか　ｊｉｍｄｏ」で検索

蜂谷清香　水といのち 愛と平和とかっぱ？ 
手描き「絵ことば」＆音楽の世界展

開催中
▼

11/30
（月）

東近江

戦争がおもちゃに与えた影響を紹介し、平和について考える企画展

●場所：世界凧博物館東近江大凧会館（東近江市八日市東本町３‐５）

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで） 

●料金：一般３００円 小中生１５０円 ●休館日：水曜日

●問い合わせ：世界凧博物館東近江大凧会館/０７４８‐２３‐００８１

戦後70年企画 戦時中のおもちゃ


