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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

東近江
市役所支所誓安寺

↑至近江八幡

朝桜中

↑至竜王 I.C.
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いよもんいよもん
カフェカフェ

すてきな空間で、
ボリュームの満点ランチ
すてきな空間で、
ボリュームの満点ランチ
東近江市市子川原町に今年４月

にオープンした「いよもんカフェ」。

隣接する蒲生工務店がプロデュ

―スした居心地の良い空間で、

ハンドドリップのオーガニック

コーヒーや素材を厳選した

ランチがいただける。

店名はオーナーの先代「伊

右衛門」が明治時代に造り

酒屋をしていたことに由来し、

日々の暮らしを「イイもんにする」とい

う願いが込められている。

今回紹介するのは

   【チキン南蛮の特製タルタルソースがけ】
（1260円）

   ※サラダ、スープ、ライス付き

チキン南蛮は、ジューシーな鶏モモ肉

に甘酸っぱいタレが絡み、特製タルタ

※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

ルソースと相性が良い。また、毎朝

焼いている手作りキッシュと季節のつ

け合わせが付いてボリューム満点だ。

「いよもん自慢のランチメニューが充実

しました。ぜひご賞味ください」と店長

の田中美耶さん。

他にも、生パスタを使った「地元野菜

と貝柱の明太子パスタ」（パン・サラダ

付き）が人気だ。

店で使っている器などの雑貨も販売し

ている。（取材・藤井）

●東近江市市子川原町７１６‐２

●ＴＥＬ：０７４８‐５５‐８５５０

●定休日：日曜日、祝日 ●駐車場：１５台

●時間：【ランチ】１１：００～１４：００（Ｌ.Ｏ.）

　　　　　　　【カフェ】１４：００～１７：００（Ｌ.Ｏ.１６：３０）

いよもんカフェいよもんカフェ
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店長の田中美耶さん（中央）とスタッフ店長の田中美耶さん（中央）とスタッフ店長の田中美耶さん（中央）とスタッフ
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掲載写真を
シールにして
プレゼント！

紀州と柴犬の血をひく勇ま

しい女の子です(*^_^*)

でもカミナリと花火が苦手

で、鳴るとすぐに逃げ込ん

できます。

飼い主：アッコさん

●種類：種類：柴犬×紀州ハーフ紀州ハーフ

●年齢：５：５歳 ●性別：メス性別：メス

歌って、元気に！！
～楽しく歌って、楽しく学びましょう～

愛　荘

親しみのある童謡・唱歌などを、楽しく歌いながら

声楽講師のアドバイスが受けられる

【講師】澤井佐希子（ツカモトミュージックスクール講師）

●場所：塚本楽器 愛知川店２Ｆ（愛知郡愛荘町愛知川５‐１０）

●時間：１３：００～１３：５０ ●料金：１,０８０円 ※要予約・当日支払い

●申し込み・問い合わせ：塚本楽器 愛知川店（村井）/０７４９‐４２‐２７７１

明山窯 クリスマス展甲　賀

サンタクロースや天使たちなど、

クリスマスにちなんだ焼き物展

●場所：Ｏｇａｍａ（甲賀市信楽町長野９４７） ●時間：１１：００～１７：００ ●料金：入場無料

●定休日：火・水・木曜日（祝日は営業） ●問い合わせ：Ｏｇａｍａ/０７４８‐８２‐８０６６

11/29
（日）

11/29
（日）

12/5
（土）

11/28
（土）

【出演】西田歩美（サクソフォン）、陣門華子（ピアノ） 

【曲目】オンブラマイフ／G.F.ヘンデル

　　　3つのロマンス 作品94／ R.シューマン

　　　アルトサクソフォン協奏曲 変ホ長調／A.グラズノフ　他

●場所：フィガロホール（大津市中庄１‐１６‐１４） ●開演：１４：３０（開場１４：００） 

●料金：前売り一般２,５００円 学生１,５００円（当日各５００円増） ※全席自由 

●申し込み・問い合わせ：西田歩美/０９０‐９０９３‐４５７３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nishidaconcert@gmail.com

西田歩美サクソフォンコンサート
ロマンス～かさなる音と情景～

大　津

初冬の琵琶湖畔散策と、秀吉ゆかりの長浜城下町を歩く（約７.５㌔）

【ルート】ＪＲ田村駅東口→福田寺→長浜ドーム→さいかち浜→徳勝寺→北国街道

　　　　→鐘秀館→舟坂塀→鉄道スクエア→慶雲館→長浜城→豊国神社→ＪＲ長浜駅 

●時間：【集合】ＪＲ田村駅東口 １０：００ 【解散】ＪＲ長浜駅 １６：００ごろ

●料金：５００円（希望者のみ長浜城入館料４００円が別途必要） 

●申し込み・問い合わせ：湖北情報センター四居家/０７４９‐６５‐０３７０（９：００～１７：００） 

長浜観光ボランタリーガイドツアー
びわ湖面に遊ぶ水鳥観察ウオークと
北国街道界隈の散策

長　浜

11/29
（日）

障害者週間啓発イベント
障がい者スポーツ・レクリエーション体験イベントや作品展示など

●場所：県立障害者福祉センター（草津市笠山８‐５‐１３０）

●時間：１０：３０～１４：３０ ●料金：入場無料

●問い合わせ：県立障害者福祉センター/０７７‐５６４‐７３２７

草　津

開催中
▼

12/23
（水・祝）

HAMORI-BE CONCERT TOUR 2015
～家族で楽しむ日本の歌コンサート～

東近江

唱歌・童謡や愛唱歌など日本の歌を大切に歌っていきたい

という思いで結成された男声デュオのコンサートツアー

【出演】HAMORI-BE 中川公志・小原有貴、福本由美（ピアノ）

【曲目】大きな古時計、四季の歌、汽車ぽっぽ、赤とんぼ　他

●場所：あかね文化ホール（東近江市市子川原町４６１‐１）　

●開演：１４：００（開場１３：３０）　

●料金：一般Ａ席２,５００円 Ｂ席２,０００円

　　　　　　　　子ども（３歳以上～小学生以下）１,５００円 ※全席指定

●備考：３歳未満の子どもは、保護者１人につき１人まで膝上鑑賞無料

　　　　　　 （座席が必要な場合は子ども料金が必要）

　　　　　　　家族割引あり（一般と子どもチケット同時購入の場合、子ども１枚につき５００円割引）

　　　　　　　申し込みは、はもりべ事務局まで

●問い合わせ：はもりべ事務局（中村）/０８０‐７０００‐２７１２（平日１２：００～１７：００）

第
12
回会場 甲良町総合運動公園など　主催 彦根学童野球連盟、滋賀県下各地区の役員　後援 滋賀県軟式野球連盟、毎日新聞社、SPORTS AUTHORITY　協賛 甲良町、甲良町教育委員会、（株）ナガセケンコー、日本エコシステム（株）●●

111122、2322、2322、23
●月・祝●日

八幡選抜

米原の野球仲間と、仲良く・楽し

く試合をし勝利を目指します。

（キャプテン・児玉壮志）

【監督】岩﨑　　徹

○児玉　壮志 （伊吹野球少年団）
　馬渕　峰匡 （ＪＢＣ山東）
　富岡　歩翔 （ＪＢＣ山東）
　吉川　裕翔 （ＪＢＣ山東）
　前田　理玖 （ＪＢＣ山東）
　山本　翔也 （ＪＢＣ山東）
　久保田太樹 （ＪＢＣ山東）
　川瀬　楓人 （ＪＢＣ山東）
　酒井　陸翔 （ＪＢＣ山東）
　細溝　　鷹 （ＪＢＣ山東）

　細川　琉偉 （ＪＢＣ山東）
　高畑　結斗 （ＪＢＣ山東）
　上野　優作 （ＪＢＣ山東）
　福永　涼斗 （伊吹野球少年団）
　岩﨑　　諒 （伊吹野球少年団）
　友定　　舜 （伊吹野球少年団）
　松井　　陸 （伊吹野球少年団）
　的場　健太 （伊吹野球少年団）
　藤田　海也 （伊吹野球少年団）
　膽吹　日汰 （伊吹野球少年団）

米原選抜

全力を出しきって、いいプレーを

したいと思います。

（キャプテン・坂田大樹）

【監督】原田　達也

○坂田　大樹 （北里少年野球）
　高畑　恵生 （北里少年野球）
　茶谷　翔吾 （島少年野球）
　三木　陽斗 （ホワイトコンドル）
　古澤雄之介 （岡山スポーツ少年）
　高土　凱登 （岡山スポーツ少年）
　岡田飛勇馬 （金田スポーツ少年）
　大澤　拓海 （金田スポーツ少年）
　窪　　琉聖 （イーグルススポーツ少年）
　小西虎之進 （イーグルススポーツ少年）

　光田　航希 （ホワイトコンドル）
　梅田　晴生 （ホワイトコンドル）
　太田　湧斗 （北里少年野球）
　藤村　優貴 （北里少年野球）
　田中麻多度 （イーグルススポーツ少年）
　中江　魁誠 （イーグルススポーツ少年）

僕たち最後の大会、オール能登川

全員で優勝目指して頑張ります。

（キャプテン・山下翔平）

【監督】谷田　潤治

○山下　翔平 （能登川南スポーツ少年団）
　斧　　和輝 （能登川南スポーツ少年団）
　岸上　琉音 （能登川南スポーツ少年団）
　荒　　和希 （能登川南スポーツ少年団）
　谷口　翔哉 （能登川南スポーツ少年団）
　森　　拓斗 （能登川南スポーツ少年団）
　中村　洸星 （能登川南スポーツ少年団）
　北浦　睦樹 （能登川南スポーツ少年団）
　福永　光樹 （能登川南スポーツ少年団）
　鈴井　奏音 （能登川南スポーツ少年団）

　北川　伊織 （能登川南スポーツ少年団）
　田井中翔稀 （能登川南スポーツ少年団）
　田附　勇也 （能登川南スポーツ少年団）
　今堀　峻輔 （能東クラブ）
　澤　　亮佑 （能東クラブ）
　堀口　大志 （能東クラブ）
　木澤　柾人 （能東クラブ）
　白子　綾香 （能東クラブ）
　堀　　誠太 （能東クラブ）
　藤岡　　凛 （能東クラブ）
　阪本　　翔 （五個荘スポーツ少年団）

オール能登川
仲間を信じチーム一丸となり最

後まで諦めず全力で頑張ります。

（キャプテン・樋上颯太）

【監督】内堀　　悟

○樋上　颯太 （中主野球スポーツ少年団）
　下村　　遼 （中主野球スポーツ少年団）
　平子　真弘 （近江富士ボーイズスポーツ少年団）
　吉野　蓮也 （中主野球スポーツ少年団）
　井上　　快 （野洲キッドスポーツ少年団）
　西村　　輝 （近江富士ボーイズスポーツ少年団）
　桜井　遥斗 （近江富士ボーイズスポーツ少年団）
　坂田　利樹 （篠原ファイターズスポーツ少年団）
　近藤　康平 （篠原ファイターズスポーツ少年団）
　中川　文椰 （近江富士ボーイズスポーツ少年団）

　橋本　康生 （中主野球スポーツ少年団）
　高畑　　凱 （中主野球スポーツ少年団）
　四谷　一心 （野洲キッドスポーツ少年団）
　黒川　達希 （近江富士ボーイズスポーツ少年団）
　溝　颯太朗 （近江富士ボーイズスポーツ少年団）
　荷宮将太朗 （近江富士ボーイズスポーツ少年団）
　山下　竣史 （野洲キッドスポーツ少年団）
　平田　昴希 （篠原ファイターズスポーツ少年団）

オール野洲

滋賀県学童野球選抜交流大会滋賀県学童野球選抜交流大会

仲間を信じて一球一球集中し、

１試合でも多く勝ちたいです。

（キャプテン・駒井飛）

【監督】和田　英司

○駒井　　飛 （城南スポーツ少年団）
　馬場　柊吾 （城東スポーツ少年団）
　加藤　聖己 （城東スポーツ少年団）
　小堀　佑月 （城東スポーツ少年団）
　木村　竜星 （旭森スポーツ少年団）
　保村　周作 （旭森スポーツ少年団）
　濵川　敦哉 （旭森スポーツ少年団）
　中田　雄太 （城南スポーツ少年団）
　古川　涼士 （城南スポーツ少年団）
　藤林　陸人 （城陽スポーツ少年団）

　西村　澄大 （城陽スポーツ少年団）
　市場　玄人 （城陽スポーツ少年団）
　山本　大暉 （高宮スポーツ少年団）
　箕浦　凪音 （高宮スポーツ少年団）
　近藤　聖恩 （河瀬スポーツ少年団）
　阪東　駿介 （河瀬スポーツ少年団）
　辻村　亮祐 （河瀬スポーツ少年団）
　木村　拓斗 （多賀少年野球クラブ）
　武山　　創 （多賀少年野球クラブ）
　疋田　大智 （多賀少年野球クラブ）

彦根レッドアーマーズ
チーム一丸で優勝目指して頑張

ります。

（キャプテン・島田夏皇）

【監督】市川　順一

○島田　夏皇 （石部南スポーツ少年団）
　上田　隼磨 （石部南スポーツ少年団）
　尾崎　祐樹 （石部南スポーツ少年団）
　吉田　健人 （石部南スポーツ少年団）
　笹山　直央 （岩根ロックス）
　谷口　秀斗 （岩根ロックス）
　奥村　拓人 （岩根ロックス）
　木戸　爽多 （菩提寺ヤンキース）
　小林　純大 （菩提寺ヤンキース）
　井上　和太 （菩提寺ヤンキース）

　奥村　一咲 （三雲スポーツ少年団）
　大角　翔希 （三雲スポーツ少年団）
　岡本　蒼生 （三雲スポーツ少年団）
　高山　大貴 （三雲スポーツ少年団）

湖南選抜

【監督】木下　　満

○古蒔　宏暉 （マキノ少年野球団）
　國友　元生 （マキノ少年野球団）
　山下　将太 （マキノ少年野球団）
　西山　偲蓮 （マキノ少年野球団）
　谷　　健太 （マキノ少年野球団）
　倉辻　大耀 （マキノ少年野球団）
　小川　颯馬 （マキノ少年野球団）
　松下　　廉 （マキノ少年野球団）
　桧山　　真 （今津少年野球クラブ）
　吉川　浩生 （今津少年野球クラブ）

　毛利　広大 （今津少年野球クラブ）
　井上　茂眞 （新旭少年野球）
　藤田　　真 （新旭少年野球）
　沢村　隼紀 （新旭少年野球）
　大藤　有真 （本庄スポーツ少年団）
　早藤　圭希 （本庄スポーツ少年団）
　青井　隼人 （本庄スポーツ少年団）
　八田　源己 （リトルオール高島）
　千藤未来翔 （リトルオール高島）

湖西選抜
心を一つにして、男の子たちに

負けない元気とやる気で優勝目

指して頑張ります。

（キャプテン・奥野歌乃）

僕たち19人はこの日のために練

習に励んできました。この大会で

優勝し、守山の強さを証明します。

（キャプテン・多喜宇宙利）

湖西の代表として一戦一戦を大

切に、仲間と力を合わせてまず一

勝をし、勝ち進んでいきたいです。

（キャプテン・古蒔宏暉）

【監督】上野　竜也

○奥野　歌乃 （八幡シャークス）
　山本和香奈 （城西スポーツ少年団）
　今井　茉利 （明富リトルクラブ）
　清水　玲那 （浅井西スポーツ少年団）
　山崎かのん （朝日スポーツ少年団）
　境田　　茜 （伴谷少年野球）
　堤　　琴羽 （老上スポーツ少年団）
　久保実菜穂 （伊吹スポーツ少年団）
　清水　美咲 （浅井西スポーツ少年団）
　古川　智彩 （浅井レイカーズ）

　藤浦　加歩 （貴生川ビクトリー）
　田中　神優 （物部少年野球団）
　宮本　春枝 （城南スポーツ少年団）
　澤村　実夢 （菩提寺ヤンキース）
　村井　梨紗 （明富リトルクラブ）
　河原　渚花 （菩提寺ヤンキース）
　西村　　萌 （明富リトルクラブ）
　井上　　心 （伴谷少年野球）

滋賀あみんちゅガールズ

大好きな野球、みんなで力をあわ

せ全力プレーで頑張ります！！

（キャプテン・田村朋哉）

【監督】千代　誠

○田村　朋哉 （大宝西ファイヤーズ）
　清水　大成 （大宝少年野球）
　長澤　大樹 （大宝少年野球）
　青木　雄大 （治田少年野球）
　畠山　晃季 （治田少年野球）
　赤井　海人 （治田西少年野球）
　奥村　元基 （治田西少年野球）
　島瀧　悠真 （治田西少年野球）
　井上　義昂 （葉山ウィンズ）
　国松　侑哉 （葉山ウィンズ）

　西川　聖那 （葉山ウィンズ）
　井ノ口月乃 （葉山東スピリッツ）
　村上　海成 （葉山東スピリッツ）
　岩本　星那 （御園ファイターズ）
　松尾　　颯 （御園ファイターズ）
　金山　凌大 （大宝西ファイヤーズ）
　横井川功樹 （大宝西ファイヤーズ）
　池田　瞬大 （治田東少年野球）
　児玉　蓮斗 （治田東少年野球）
　中原　果也 （治田東少年野球）

オール栗東

【監督】船津　貴哉

○多喜宇宙利 （河西ジュニアーズ）
　花満　康介 （吉身少年野球クラブ）
　中島　駿輔 （河西ジュニアーズ）
　長谷川晃平 （吉身少年野球クラブ）
　村上　憲伸 （明富リトルクラブ）
　真貝　凌嘉 （玉津少年野球部）
　三品　勇貴 （玉津少年野球部）
　川妻優太郎 （明富リトルクラブ）
　岩佐　直哉 （玉津少年野球部）
　稲田　凜太 （立入が丘ジュニアスキッパーズ）

　浅野　皓星 （物部少年野球団）
　船津　悠斗 （立入が丘ジュニアスキッパーズ）
　茶谷　凌我 （立入が丘ジュニアスキッパーズ）
　木場　洸太 （河西ジュニアーズ）
　苗村　　岬 （物部少年野球団）
　福留　和希 （吉身少年野球クラブ）
　田村　隼豊 （物部少年野球団）
　新野　翔大 （物部少年野球団）
　小島　照大 （物部少年野球団）

オール守山

チーム一丸となり、みんなと楽し

くプレーし優勝目指して頑張り

ます。

（キャプテン・柴﨑悠斗）

【監督】米田　　寛

○柴﨑　悠斗 （甲良西スポーツ少年団）
　吉原幸太郎 （城北スポーツ少年団）
　馬場　宥透 （城北スポーツ少年団）
　桐畑　大誠 （城北スポーツ少年団）
　西澤　颯一 （城西スポーツ少年団）
　比嘉　聖亜 （佐和山スポーツ少年団）
　上野　大和 （佐和山スポーツ少年団）
　大谷　柾斗 （金城スポーツ少年団）
　北川　諒真 （金城スポーツ少年団）
　岡　　翔太 （金城スポーツ少年団）

　諸藤　翔太 （平田スポーツ少年団）
　折戸　陽洋 （平田スポーツ少年団）
　森田　幸也 （平田スポーツ少年団）
　増田　翔人 （稲枝東スポーツ少年団）
　安居　大地 （稲枝東スポーツ少年団）
　塚本　一樹 （稲枝東スポーツ少年団）
　野村　侑生 （甲良東スポーツ少年団）
　藤澤誠一郎 （甲良西スポーツ少年団）
　坂東　凌空 （甲良西スポーツ少年団）
　宍戸　蒼生 （豊郷スポーツ少年団）

彦根ブルーレイクス
去年の先輩方に続き、優勝目指し

て頑張ります。

（キャプテン・荒川朝陽）

【監督】草木　幹雄

○荒川　朝陽 （老上少年野球スポーツ少年団）
　岡部　魁斗 （老上少年野球スポーツ少年団）
　杉山　佑太 （老上少年野球スポーツ少年団）
　岡部　利樹 （老上少年野球スポーツ少年団）
　奥村七唯仁 （老上少年野球スポーツ少年団）
　田村　彪賀 （老上少年野球スポーツ少年団）
　西嶋　啓佑 （老上少年野球スポーツ少年団）
　服部　真司 （草津バトルスポーツ少年団）
　黒川　誠斗 （草津バトルスポーツ少年団）
　内林　可多 （草津バトルスポーツ少年団）

　西川　　豪 （草津バトルスポーツ少年団）
　森川　輝一 （草津バトルスポーツ少年団）
　西村　陽気 （草二リトルメッツ）
　駒井　真広 （草二リトルメッツ）
　新開　達基 （草二リトルメッツ）
　中岡　大翔 （草二リトルメッツ）
　松本　遥希 （日の出ファイターズ）
　秋山　綾汰 （日の出ファイターズ）
　辻　　泰成 （日の出ファイターズ）
　森　　康匡 （日の出ファイターズ）

※名簿の○○印はキャプテン

草津選抜
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