
オーディションで選ばれた滋賀県出身の新進音楽家による
リサイタル。将来が楽しみなアーティスト達です!
コーディネーター 稲垣聡（ピアニスト）・梅村憲子（声楽家）
●場所：県立文化産業交流会館 小劇場
●時間：両日とも 14:00（13：30開場）
●料金：両日とも 一般1,000円 18歳以下500円
●お問合せ：県立文化産業交流会館/0749-52-5111
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高島市
箱館山スキー場56

高島市今津町にある箱館山スキー場。今年は暖冬で雪不足が心配されたが、お
正月からの冷え込みでゲレンデはご覧のような白銀の世界。撮影日（1/10）は好天
に恵まれ最高のスキー日和となった。箱館山スキー場には今シーズンから子供
向けのゲレンデ「サンキッド＆キッズパーク」が出来て、ファミリーや初心者
に大人気だ。ナイターフェスタなどイベントも予定されている （撮影・川上）

滋賀県犬上郡多賀町
TEL：0749-48-1101

●近江八幡市堀上町99-12
●TEL&FAX：0748-36-8123
●ケイタイ：090-8125-1698
●定休日：日曜日
●営業時間：ランチ    11：00～14：00
　　　　 　ディナー　17：00～21：00

犬上郡多賀町・多賀大社の節分祭

「鬼は外！福は内！」
多賀大社で厄除け・招福祈願
「鬼は外！福は内！」
多賀大社で厄除け・招福祈願
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1/30
（日）

1/29
（土）

彦　根 東京フィルハーモニー交響楽団演奏会
指揮：船橋洋介　ピアノ：菊池洋子
曲目：
シュトラウス/美しく青きドナウ
ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第4番
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」
●場所：ひこね市文化プラザ
●開演：15：00（14：30開場）
●料金：S席4,000円 A席3,000円 B席1,500円
　　　 ※S席・A席は500円の学生割引あり
●お問合せ：ひこね市文化プラザ/0749-26-8601

能登川

愛知川流域の民具 
開催中

2/13
（日）

草　津 第20回 耳の日記念 滋賀県聴覚障害者福祉大会

昭和54年から開催した「耳の日のつどい」。昭和61年に「耳
の日記念滋賀県聴覚障害者福祉大会」と改称した本大会も
今年度で20回目となります。
第1部…式典
第2部…記念講演「ジェフが語る異文化コミュニケーション」
　 　　 講師ジェフ・バーグランド氏
第3部…福引（お楽しみ!!）
●場所：栗東芸術文化会館さきら
●時間：13：00～16：30（受付開始12：00～）
●料金：協力券 大人1,500円（当日2,000円）
　　　 　　　 中高生1,000円（当日1,500円） 小学生以下無料
●備考：保育あり。対象：2歳～小学校入学前まで
　　　 　　　　 定員：20名（定員になり次第締切）
　　　　希望の方、申込書をFAXして下さい（2月20日締切）
●お問合せ：第20回滋賀県聴覚障害者福祉大会実行委員会
　　　　　 TEL：077-564-7722 FAX：077-564-4157

3/6
（日）

第55回企画展

ＮＨＫ教育「きらっといきる」の司会者・ジェフ・バーグランド氏語る

冬の北びわこ周遊観光キャンペーン
乗り放題の周遊バスで楽々アクセス！
●運転日：2/5（土）・6（日）・11（祝）・12（土）・13（日）・19日（土）・20日（日）
　臨時列車の増発（北陸本線長浜～近江塩津駅間）
●周遊スポットを10台のバスが終日運行
●一日乗車券（おとな300円、こども150円）で当日に限り一日乗り
　放題。乗車券はバスの車内で販売しています（予約不要）
●車内で地元観光ボランティアが見所を詳しくご案内

ＳＬ北びわこ号が、この秋も湖北路を運行！（米原～木ノ本間）
●運転日：2/6（日）・11（祝）・13日（日）・20日（日）
●運転区間：米原～木ノ本間（22.4キロ）　
●牽引機関車：Ｃ57（愛称：貴婦人）
●運転本数：1日2本
●運転時刻：米原発（10：12）→木ノ本着（11：07）
　　　　　 米原発（13：25）→木ノ本着（14：05）
●必要な乗車券類

※（ 　）内は「こども」運賃・料金
※定期券ではご乗車になれません
●指定席発売方法：運転日の1カ月前の
　午前10時から全国の「みどりの窓口」
　などで発売します

区　間
米原～長浜
米原～木ノ本

普通運賃
190円（90円）
400円（200円）

指定席料金

510円（250円）

合　計
700円（340円）
910円（450円）

■イベント情報は変更される場合があります。ご了承下さい■価格は全て税込みです

アイの短歌

3/31
（木）

水  口 関西フィルハーモニー管弦楽団
ニューイヤーコンサート

1/30
（日）

鈴鹿山脈から琵琶湖までを流れる愛知川。その流
域には個性ある生活がありました。今ではもう見
かけることもない、東近江地域の民具を紹介します。
●場所：能登川町立博物館展示室・ギャラリー
●時間：10：00～18：00●料金：無料
●お問合せ：能登川町立博物館/0748-42-6761

大　津

山本邦山 尺八リサイタル
●場所：びわ湖ホール 小ホール
●時間：14:00～16:00
●料金：一般3,000円 学生2,000円
●お問合せ：しがぎん経済文化センター/077-526-0005

2/13（日）
27（日） 2/13（日）

米  原

ザ･ファースト リサイタル 

で数々の大物アーティストと
共演を果たした若手ギターリスト、木村大
がついに関フィルと共演！
●場所：滋賀県立水口文化芸術会館
●開演：15：00（14：30開場）
●料金：前売 一般3,000円 18才以下2,000円
       当日 一般3,500円 18才以下2,500円
●お問合せ：滋賀県立水口文化芸術会館/0748-62-2626

竜　王 私・メイド3/13
（日）

粘土を細長く伸ばしてリングを作り、トッ
プにはカラフルな石が輝きます。あなただ
けの純銀製の指輪を作りませんか？
●場所：滋賀県希望が丘文化公園 青年の城
●時間：13:00～16：00●料金：2,000円（リングケース含む）
●コース：〔A〕サファイア 〔B〕ルビー 〔C〕ガーネット
　　　　 〔D〕トパーズ 〔E〕エメラルド
　　　　 ※上記A～Eの中から好きなコースを選択
●対象：小学校4年生以上（小学生は保護者同伴）
●定員：30名（申込み多数の場合は抽選）
●申込締切：2月24日（木）必着
●休園日：月曜・休日にあたるときはその翌日
●申込み･お問合せ：滋賀県希望が丘文化公園 青年の城 研修課　
　　　　　　 　TEL/077-586-2111 FAX/077-586-1799

Eメール/kibougaoka＠shiga-bunshin.or.jp

2/1
（火）

五個荘 商家に伝わる ひな人形めぐり
五個荘町は、近江商人（五個荘商人）発祥の地。町内に残る、江
戸時代の享保雛など、各時代の家宝雛を公開。
「ひな人形めぐり」で昔にタイムスリップ！
●場所：近江商人屋敷 5館
　　　 1.外村繁家
　　　 2.外村宇兵衛家
　　　 3.あきんど大正館
　　　 4.歴史民俗資料館
　　　 5.近江商人博物館（3/1～31まで）
●入館料：5館共通券 大人800円 小人360円
　　　　 3館共通券 大人500円 小人250円
●お問合せ：てんびんの里五個荘町観光協会
　　　　　 0748-48-2100
※2/11（祝）東近江市誕生に伴い、一部名称等が変更となります
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近江八幡市の住宅街の中にある「ロ
ジェ・ソバージュ」。フランス・イ
タリア・スペインなどの料理を組
み合わせたフルコースが自慢の店だ。
店名はフランス語で「野ばら」。近
くの公園に野ばらが咲いていたこ
とから名づけた。オーナーの萩野
幸男さんは元ホテルの料理長。旬
を生かした食材を使い、バターや
生クリームを控えたヘルシーな料
理を心掛けている。
今回は1,575円のコースをいただい
た。前菜、スープ、サラダ、魚料理、
肉料理、パン。さらにデザート（自

家製ケーキ）
コーヒーor
紅茶がつく。
魚料理は、
スズキのフ
イユテ（パ

イではさんだ料理のこと）。サクサ
クしたパイとスズキの食感が絶妙。
「魚介類は生で食べられるものしか
出さない」というほど新鮮だ。メ

インは牛ロースのベーコンクルート･
モツァレラチーズ焼き。赤ワイン
の酸味が効いたソースがお肉と良
く合う。ボリュームのあるコース
だが、どれもおいしくてぺろりと
食べられる。
「お客さんにいかに喜んでもらえる
か、幸せを感じてもらえるかを考
えながら料
理している」
という萩野
さん。会社
勤めの人に
は昼休みの
1時間で食
べられるよ
うスピーデ
ィーに料理
を出す、苦手な食べ物があれば別
の食材で調理するなど、あくまで
もお客さんの立場に立ったサービ
スを提供する。ランチタイムにフ
ルコースはいかが？  　（取材・藤原）

やく よ

銀粘土アクセサリーづくり教室

出演：平居妙子(ピアノ)、佐川康子(ソプラノ)

2/27（日）ザ･ファースト リサイタル 
出演：金田若菜（ピアノ）、小林由味（ソプラノ）

みこと

ご さいしん

柴の運搬にかかせ
なかった「セッタ」

古くから「お多賀さん」として親しま

れ、延命長寿・縁結びの神として信仰

を集める多賀大社。「お伊勢お多賀の

子でござる」とうたわれるように、伊

勢神宮の親神として知られる伊邪那岐

命・伊邪那美命

を御祭神とする

神社である。

毎年2月はじめ

に盛大に行われ

る節分祭は県内

各地の還暦を迎えた年男年女が福豆・

福餅まきをつとめる。今年

は昭和20年生まれの約200

名が赤頭巾に裃姿で「鬼は外、福は内」

の掛け声とともに、厄除･招福を祈って

豆まきを行う。参拝者は御利益にあず

かろうと寒さも忘れて大変なにぎわい

となる。

また能舞台では、島根県因原神楽団に

よる「鬼の舞」が奉納される。そして

授与所では節分だけに授与される厄除

けのお札「厄神斎」と福豆が授けられ

る（700円）。なお、多賀大社では「平成

の大造営」として、平成14年から19年

まで本殿屋根の葺替え工事等が行われ

ている。現在は第2期事業が進行中で

授与所・御祈祷控殿、神楽殿、拝殿の

建物の装いが生まれ変わった。取材日

（1/13）は白い雪が残り新しい屋根の美

しさが印象的だった。暦の上では節分

の翌日からが春。節分に厄を祓い、新

春を迎えてみてはい

かが？（取材・川上）
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