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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/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
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R・A・H

東日本大震災被災者支援のチャリティーコ

ンサートとバザーを国際ソロプチミスト近江八幡が２月23

日(木)に開く 。午前中にコンサートがあり、長谷川啓子さん

（ソプラノ）と松永光代さん（ピアノ）が、

ベートーベンの歌曲を中心に演奏する。

午後のバザーでは織物、真珠、工芸品、

手作りせっけん、食品などをはじめ、お

茶席券（500円）などを販売。この収益金

は東日本大震災の孤児たちが高校進学

する学費等に役立てられる。（文・木俣）

さきらアトリウムコンサート vol.81

谷風佳孝
～フルートと鍵盤ハーモニカで贈る午後～

栗　東

「身近に、気楽に、笑いとともに」楽しめるクラシック音楽

【出演】谷風佳孝（フルート、鍵盤ハーモニカ ほか）、立田早苗（ピアノ）

【曲目】オペラ「魔笛」より『おいらは鳥刺し』、ピタゴラスイッチのテーマ ほか

●場所：栗東芸術文化会館さきら　アトリウム（栗東市綣２‐１‐２８）　●開演：１５：００

●料金：入場無料　●問い合わせ：栗東芸術文化会館さきら/０７７‐５５１‐１４５５　

びわ湖ホール名曲コンサート
児玉麻里＆桃 ピアノ・デュオ

大　津

【出演】児玉麻里（ピアノ）、児玉桃 （ピアノ）

【曲目】ストラビンスキー：春の祭典（２台４手版）ほか

●場所：びわ湖ホール　中ホール（大津市打出浜１５‐１）

●開演：１４：００（開場１３：３０）

●料金：Ｓ席３,０００円　Ａ席２,０００円
　　　　　　 青少年（２５歳未満）１,０００円　(全席指定）

●備考：６歳未満の入場不可

●問い合わせ：びわ湖ホールチケットセンター
　　　　　　　　　　　　 ０７７‐５２３‐７１３６（１０：００～１９：００、火曜日休館　※休日の場合は翌日）

2/26
（日）

2/19
（日）

ウッディパル余呉 スノーフェスタ2012長　浜

ソリ大会や雪だるまコンテスト、宝探し、スノーシュー体験などイベントが盛りだくさん

●場所：ウッディパル余呉　赤子山スキー場スノーパル（長浜市余呉町中之郷２６０）

●時間：１０：００～１６：００　●入場料：中学生以上４００円　小学生３００円　幼児（３～５歳）２００円

●備考：イベントにより持参道具や予約の必要なものあり。詳細は要問い合わせ

●問い合わせ：ウッディパル余呉/０７４９‐８６‐４１４５　

第１１回 守山音楽連盟 定期演奏会栗　東

【出演】守山コールフラワー、コールサンライフ、コーラスサークルくれよん

　　　旭化成守山混声合唱団、Rit's Ｍ ヴィヴァーチェ♪、びわこの風オーケストラ（客演）

【曲目】美しく青きドナウ、早春 ほか 

●場所：栗東芸術文化会館さきら　大ホール（栗東市綣２‐１‐２８/０７７‐５５１‐１４５５）

●開演：１４：００（開場１３：３０）　●料金：８００円　(全席自由）

●問い合わせ：守山音楽連盟（中北）/０７７‐５８２‐３０４１

水を使ってフェルトを固めてキーケースを作る

●場所：体験型観光農園　ローザンベリー多和田
　　　　　　 （米原市多和田６０５‐１０）

●時間：１３：００～１５：３０

●体験料：１,８００円（入園無料）　※要予約

●備考：通常は入園料が必要
　　（中学生以上５００円、４歳以上３００円、３歳以下無料）

●申し込み、問い合わせ：
　　体験型観光農園　ローザンベリー多和田
　　０７４９‐５４‐２３２３（時間：１０：００～１６：００、火曜休園　※祝日の場合営業）

2/12
（日）

2/15
（水）

2/11
（土・祝）

2/12
（日）

2/12
（日）

2/12
（日）

羊毛クラフト体験 水フェルトのキーケース作り米　原

銅印（レプリカ）を使ったクイズや、古代文字の解読、日本最古の通貨「和同開珎」の模造

品製作（仕上げ）など、大人から子どもまで楽しめる体験学習から古代の暮らしを探る

●場所：イオンモール草津２階　イオンホール（草津市新浜町３００）

●時間：各日１０：００～１６：３０　●料金：無料

●備考：「和同開珎」模造品製作（仕上げ体験）は各日３回開催
　　　　（①１３：００～、②１４：００～、③１５：００～）
　　　　定員は各回８人（当日１０：００から受け付け。先着順）
　　　　参加費無料

●問い合わせ：滋賀県文化財保護協会/０７７‐５４８‐９７８０

体験タイムトラベル 古代へGO！草　津

カフェ・ダイニング

「ラフ」はフレンド

マート南草津店に

近い、おしゃれな

店。いろいろな味

が楽しめる創作料

理が女性に評判。

今回紹介するのは

週替わりのランチ

　【Ｒ・Ａ・Ｈセット】
　（980円）
　・メーン
　 （鶏肉、豚肉、
　　ハンバーグ、魚介類を使った料理から選択） 
　・副菜５品　・汁物　・ご飯

メーンに「手ごねハンバーグ　トマト

きのこソース」を選んで注文した。

ジューシーなハンバーグにトマトの酸

味がきいたまろやかなソースがよく

合っている。

副菜は、県内産の旬の野菜を使った

突き出しや煮物、サラダなど５品。

500円を追加すると、ワッフルとドリン

●草津市野路町４６９‐８　●ＴＥＬ：０７７‐５６９‐５８６７

●定休日：日曜日、第１月曜日　●駐車場：８台

●時間：【ランチ】１１：３０～１６：００（Ｌ.Ｏ.１５：００） 

　　　　　　　【ディナー】１８：００～２３：００（Ｌ.Ｏ.２２：３０） 
　　　　　　　　※金、土、祝日前は～２５：００（Ｌ.Ｏ.２４：００）

※価格は税込みです詳しくは詳しくは www.gaido.jp/4032www.gaido.jp/4032www.gaido.jp/4032

オリジナルのオリジナルの
ワッフルワッフル●ピッピッタリ！
オリジナルのオリジナルの
ワッフルワッフル●ピッピッタリ！

カフェ・ダイニングカフェ・ダイニング R・A・H・H
ラ フ

クのセットが付く。20種

類余りあるワッフルは人

気で、ほとんどの利用客が注文すると

いう。ドリンクのみなら200円。

滋賀県産の米粉と小麦粉で作ったワッ

フルは甘さが控えめ。外側がカリッと

しているのに中がフワッとしていてお

いしく、生クリームとアイスクリーム、

ソースがかかって、ボリューム満点。

「旬のおいしい料理を少しずつ、何種

類も召し上がってください」とオーナー

の大西康成さん。

料理はすべて週替わりなのでリピー

ターが多いという。お昼は混み合う

ので予約した方が無難。　（取材・鋒山）

www.gaido.jp/4033詳しくは

コンサートとバザーで
被災者支援
コンサートとバザーで
被災者支援

国際ソロプチミスト近江八幡が

チャリティーコンサート
―遥かなる あなたへ―

【出演】長谷川 啓子（ソプラノ）、松永 充代（ピアノ）

【曲目】連作歌曲「遥かなる恋人へ」「ミニヨン」

　　　　　　オペラ“フィディオ”より アリア「あなたと一緒になりたいわ」

　　　　　　ピアノソナタ「月光」 ほか

●場所：ホテルニューオウミ　２階　おうみの間
　　　　　　（近江八幡市鷹飼町１４８１/０７４８‐３６‐６６６６）

●開演：１１：００（開場１０：３０）　●入場料：２,０００円　※お茶席代込み

チャリティーバザー
●場所：ホテルニューオウミ　２階
　　　　　　　おうみの間

●時間：１２：３０～１５：００

●入場無料

国際ソロプチミスト近江八幡（山下紀子）/080‐1507‐3053

ホテルニューオウミ
近江八幡

2/23（木）

■彦根ビバシティシネマ
■ワーナー・マイカル・シネマズ　近江八幡、草津
■水口アレックスシネマ　■ユナイテッド・シネマ大津

2012年2月11日（土）公開（土）公開

遥かなる帰還

©2012「はやぶさ　遥かなる帰還」製作委員会©2012「はやぶさ　遥かなる帰還」製作委員会©2012「はやぶさ　遥かなる帰還」製作委員会

児玉麻里 児玉桃

長谷川啓子（ソプラノ）
同志社女子大学学芸学部声楽科

卒業。ウィーン国立音大にて大学認

定演奏家の称号を得る。ウィーン大

学音楽学部にて修士課程終了。近

江八幡市出身。ウィーン在住15年。

松永充代（ピアノ）
ウィーン国立音楽大学ピア

ノ・歌曲伴奏科にて修士号

を取得。数々の歌曲コン

サートに出演。アンサンブル

ピアニストとして活躍中。

ボリュームたっぷりの創作料理にボリュームたっぷりの創作料理に

ラ フ

おおにしやすなり

が

2/23
（木）

Profile

問い合わせ 

長谷川啓子長谷川啓子長谷川啓子

松永充代松永充代松永充代


