
毎　日　新　聞 2011年（平成23年）11月10日（木曜日） 3毎　日　新　聞2 2011年（平成23年）11月10日（木曜日）

優勝おめでとう優勝おめでとう10/21（金）
第58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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今年７月、県立愛知高校の

近くにオープンした「串だい

にんぐ 華楽」は、白を基調

とした落ち着いたお店。ラ

ンチセットや夜のコース料

理では、健康を意識して、

30種類以上の食材を食べて

もらえるように気配りして

いる。

今回ご紹介するのは

　【串セット】（980円）
　・串９本 ・ごはん
　・サラダ ・みそ汁 ・漬物

取材日は８種類あるランチメニューの中

から「串セット」を選んだ。

肉、魚、野菜の串揚げは、お好みのソース

や厳選された塩で食べるようになっている。

サラダやみそ汁にも５種類以上の食材を

使い、漬物も２種類。ご飯は白米か十六

穀米から選べた。

「食材は出来るだけ地

元の旬のものを使うよ

うにしています。男性

はもちろんですが、女

性が1人でも利用して

いただけるような気軽

なお店にしていきたいと頑張っています」

と、オーナーの杉野実希子さん。

「日替わりランチ」（850円）、「ちょっと

贅沢なランチコース」（2000円）も人気。

店は玄関が広いので車椅子の利用にも便

利。テーブル席、座敷はそれぞれ定員20

人。個室は８人まで利用可能。（取材・前川）

愛荘町立歴史文化博物館では、秋

季特別展「羅漢 ＲＡＫＡＮ」が開か

れている。12月18日（日）まで。

インドでは元々、「尊敬

される修行者」のこと

を羅漢と呼んでいたが、

時代の流れと共に「悟

りをひらいた高僧」を

意味するようになった

という。現在、日本各

地にも五百羅漢（釈迦

の経典編集に集まった

500人の弟子）や、十六

羅漢（釈迦の弟子の中で特に優れ

た16人）の像や絵画が残されている。

今回は蓮泉寺（同町中宿）の「木造

十六羅漢像」（江戸時代）

のほか、金剛輪寺（同町

松尾寺）の「絹本著色十六

羅漢像」（江戸時代）など

約32点を公開している。

「蓮泉寺の羅漢像は初公

開です。それぞれ顔が異

なり、お顔が個性豊かで

見ているだけで感じるも

のがあります」と博物館

顧問の門脇正人さん。

11月13日（日）には「近

江の羅漢像」をテーマに

したギャラリートークがあり、ちょ

うど同館奥の金剛輪寺の紅葉も見

ごろとなる。　　　　　　（取材・藤井）

●場所：五次勝木彫館（高島市朽木古川141-3）
●時間：9：30～17：00（入館は16：30まで）
●開館日：金曜日、土曜日、日曜日、祝日
●料金：大人500円　中高生400円
       ４歳～小学生300円
       ※ハーブティーと自家栽培ブルーベリー・ケーキ付き
●問い合わせ：五次勝木彫館/0740-38-3123

主演に木村拓哉を迎えて、夢の映像
プロジェクトが実現！
空前のスケールで描く超弩級＆破格
のエンターテインメント大作、発進!!

●愛知郡愛荘町愛知川31- 2　●TEL：0749-42-5094
●駐車場：８台　●定休日：木曜日 ※夜10人以上で予約の場合のみ営業可
●営業時間：昼11：00～15：00（L.O.14：00）、夜17：00～23：00（L.O.22：00）

楽しめるカフェ楽しめるカフェ健康に気配気配り健康に気配気配り
ランチやコースは食材ランチやコースは食材3030種以上種以上
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【講師】上野良信（県立琵琶湖文化館）
●場所：同館 企画展示室
●時間：13：30～15：00
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●場所：琵琶湖博物館 生活実験工房（草津市下物町1091）
●時間：13：30～15：00　【受付】当日13：00～13：30（生活実験工房）
●料金：参加費無料
●定員：各回 先着30人（小学４年生以下は保護者同伴） ※事前申し込み不要
●問い合わせ：琵琶湖博物館/077-568-4811

●場所：大津市科学館（大津市本丸町6-50 大津市生涯学習センター内）
●時間：13：00～16：00
●料金：入場無料 ※展示ホールとプラネタリウムは有料
       【展示ホール】100円 【プラネタリウム】大人400円、子ども（小学生～高校生）200円
●備考：来場者には特製「ブーブー風船」のプレゼントあり ※数に限りあり
●問い合わせ：大津市科学館/077-522-1907

●場所：大中町公民館付近（近江八幡市大中町160）　●時間：11：00～15：00
●料金：入場無料 ※飲食は有料（お食事チケット100円券10枚つづり 1,000円）
●問い合わせ：大中農業王国イベント実行委員会（担当・徳田）/090-3289-0063

●場所：県立安土城考古博物館
　　　（近江八幡市安土町下豊浦6678）
●時間：9：00～17：00（入館は16：30まで） ●休館日：月曜日
●料金：大人860円 高大生610円 小中生400円
　　　 県内高齢者（65歳以上）460円
●問い合わせ：県立安土城考古博物館/0748-46-2424
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千葉・妙光寺 妙見菩薩倚像
（鎌倉時代・千葉県指定）

●場所：しが県民芸術創造館
　　　 （草津市野路6-15 -11）
●開演：14：00（開場13：30）
●料金：大人1,500円
       高校生以下1,000円(全席指定）
●備考：未就学児の入場不可 ●問い合わせ：しが県民芸術創造館/077-564-5815
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〈男子〉
●１ブ/平井翔・高木隼翔（安曇川）

●２ブＡ/久保中拓海・木下光（志賀）
●２ブＢ/吉田幸之助・松岡勇気（粟津）
●３Ａブ/冨田純矢・松岡彩人（松原）
●３Ｂブ/奥村勇介・奥村亮介（安土）
●４ブ/山下雅矢・高垣司（日枝）
●５ブ/奥村槙也・清水尋（朝桜）
●８ブ/梅原佳寿・木村比呂（木之本）

〈女子〉
●１ブ/岸田尚子・渕田樹（安曇川）
●２ブＡ/大内麻莉子・那須望（皇子山）
●２ブＢ/稲本朱梨・大山美帆（瀬田）
●３Ａブ/塚本里奈・深尾麻生（玉川）
●３Ｂブ/坪田茜音・高谷綾女（安土）
●４ブ/東瑞貴・中澤恵里菜（甲賀）
●５ブ/野口紗希・橋美沙季（朝桜）
●６・７ブ/友松明里・水野千絵（双葉）
●８ブＡ/寺橋由莉・髙山奈菜実（浅井）
●８ブＢ/曽我望早希・橘ゆかり（湖北）
　
〈男子〉
●１ブ/里田紘輝（マキノ）
●２ブＡ/福島啓太（瀬田北）
●２ブＢ/藤田裕（青山）
●２ブＣ/久保龍也（瀬田北）
●２ブＤ/上出輝人（瀬田）

●３Ａブ/今井優作（高穂）
●３Ｂブ/矢守健太（近江兄弟社）
●４ブ/森田凌我（水口）
●５ブ/植田壮彦（湖東）
●６ブ/武田洸和（彦根南）

●７ブ/森大輔（双葉）
●８ブ/平林大暉（長浜西）

〈女子〉
●１ブ/大森遥（今津）
●２ブＡ/中道芙美（瀬田北）
●２ブＢ/佐久間瑞季（日吉）
●２ブＣ/竹内友香（唐崎）
●２ブＤ/飯田彩乃（瀬田北）
●３Ａブ/桑原真湖都（老上）
●３Ｂブ/秋村花（八幡）

●４ブ/菅嶋愛咲美（甲西）
●５ブ/市田愛乃（湖東）
●６ブ/角野恵美奈（彦根東）
●７ブ/福永佳織（伊吹山）
●８ブ/関泉美（長浜西）
　
〈男子〉
●２ブ・シングルス/田邊公規（日吉）
　　　 ダブルス/向江祐貴・藤野泰寛（瀬田北）
●５ブ・シングルス/渡り郷真（能登川）
　　　 ダブルス/藤村翔太・山本蒼真（能登川）
〈女子〉
●２ブ・シングルス/近藤弘美（打出）

　２ブ・ダブルス/櫻田菜月・土棚莉保（南郷）
●３Ａ・４ブ・シングルス/北川珠 （々草津）
　　　　　　　　ダブルス/九里真菜・島岡結衣（甲賀）
●５ブ・シングルス/福本美樹（竜王）
　　　　　ダブルス/田井中優華・川島志穂（能登川）
　
〈男子〉
●１ブ・55㌔級/堅田明良（朽木）
　　　 66㌔級/長谷川群（朽木）
　　　 66㌔超級/神田信一郎（安曇川）
●２ブ・55㌔級/田村隆真（日吉）
　　　 66㌔級/橋本涼太（粟津）
　　　 66㌔超級/遠藤直人（比叡山）
●３Ａ・４ブ・55㌔級/藤田敦也（甲賀）
　　　　　　66㌔級/門田流聖（草津）
　　　　　　66㌔超級/藤井達哉（草津）
●３Ｂブ・55㌔級/西村快斗（八幡）
　　　　　66㌔級/川端仰志（守山北）
　　　　　66㌔超級/岩下魁（守山南）
●５ブ・55㌔級/山田隼矢（朝桜）
　　　 66㌔級/角間大輝（湖東）
　　　 66㌔超級/大辻柊哉（能登川）
●６・７ブ・55㌔級/田中大晴（彦根東）
　　　　　66㌔級/吉川輝武（愛知）
　　　　　66㌔超級/八木佐太治（秦荘）
●８ブ・55㌔級/北川千隼（浅井）
　　　 66㌔級/押谷彦斗（浅井）
　　　 66㌔超級/赤坂皐（長浜北）

〈女子〉
●１ブ・57㌔級/古川睦（マキノ）
●２ブ・無差別級/古賀寿璃奈（田上）
●３Ａ・４ブ・無差別級/高橋美咲子（松原）
●３Ｂブ・57㌔級/若林由佳（守山北）
　　　　　57㌔超級/水野瑚春（市立守山）
●５ブ・57㌔級/野村陽和（愛東）
　　　 57㌔超級/北村朱里（能登川）
●６・７ブ・48㌔級/尾田帆乃夏（彦根南）
　　　　　57㌔級/苗村希美（秦荘）
●８ブ・57㌔級/山田七帆（高月）
　　　 57㌔超級/清水美緒（浅井）
　
〈男子〉
●１・７・８ブ/吉田守孝（虎姫）
●２ブ/奈良優佑（比叡山）
●３Ａブ/平井貴之（草津）
●３Ｂブ/赤尾真輝（八幡西）
●４ブ/判且成（水口）
●５・６ブ/松山雄樹（聖徳）

〈女子〉
●１・７・８ブ/横江晴奈（湖西）
●２ブ/小森理紗子（瀬田北）
●３Ａブ/小泉沙季（栗東西）
●３Ｂブ/西本有希（県立守山）
●４ブ/鳴海英莉（水口）
●５・６ブ/平野紫苑（愛知）
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●会場：愛荘町立歴史文化博物館
　　　（愛知郡愛荘町松尾寺878）
●時間：10：00～17：00
　　　（入館は16：30まで）
●休館日：月曜日、火曜日
　　　　 ※11月は休館日なし
●入館料：大人300円 小中生150円
　　　　 ※11/19、20、23は
　　　　 　「関西文化の日」のため
　　　　 　入館無料

●TEL：0749-37-4500


