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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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わがわが家のペット自慢

名前、郵便番号・住所、電話番号、オススメのお

店・施設、ご意見、ご感想を明記の上、ペットの写

真（Ｌサイズ以上）とペットの名前・プロフィール、ア

ピール文、飼い主名

をお送りください。
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〒５２３‐０８９３
近江八幡市桜宮町２９４　ＹＰ１
株式会社ヤマプラ　滋賀ガイド・Ｏｈ！Ｍｅ編集室

わが家のペット自慢係

5/24（木）、25（金）
第49回 滋賀県中学校春季総合体育大会
水泳・陸上  個人１位一覧 優勝おめでとう
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  琵琶湖

希望が丘 青空てづくり市野　洲

てづくりアート系の作品（音楽・演奏などのパフォー

マンスを含む）の展示・即売

●場所：希望が丘文化公園　スポーツゾーン

　　　　　　（野洲市北桜９７８）

●時間：１０：００～１５：００（雨天中止）

●料金：入場無料（別途　駐車代要）

●問い合わせ：希望が丘文化公園/０７７‐５８６‐２１１１

まだキレイなのに成長と共に着られなくなってしまった子供用の服に思い出タグを付け

てオシャレに交換しよう。服以外では絵本、夏のアイテム（水着や浮き輪など）もOK

●場所：まちなか交流館（大津市長等２‐９‐１）

●時間：１１：００～１５：００（物品提供の方は１０：３０より）

●参加費：１００円 ※同伴の子どもは無料

●問い合わせ：まちなか交流館/０７７‐５２５‐６６７４
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（土）

6/24
（日）

開催中
▼
7/1
（日）

開催中
▼
7/8
（日）

7/8
（日）

らんらん♪ふれあいコンサート高　島

コンサートに先立ち、地元の小学校で音楽の授業を実施。

子どもたちとの出会いを大切に、思いを込めて演奏する

【出演】バイオリン 松本 蘭、ピアノ 近藤 亜紀

【曲目】エルガー「愛のあいさつ」、

　　　ヴュータン「アメリカの思い出」他

●場所：ガリバーホール（高島市勝野６７０）

●開演：１５：００（開場１４：３０）

●料金：一般１,０００円　中学生以下無料（全席自由）

●問い合わせ：ガリバーホール/０７４０‐３６‐０２１９
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（土）
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（土）
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（日）

6/30
（土）

7/1
（日）

第７回企画展
「近江上布の意匠-野々捨型紙コレクション」

愛　荘

愛荘町教育委員会と愛荘町文化協会が2010年から２か

年度にわたり整理した「野々捨商店型紙」約6000枚のう

ち37枚を展示するほか、同商店が所有していた1939年

度の「絣見本帳」や川口織物有限会社（愛荘町元持）の型

彫師が使用していた道具類を展示

●場所：愛荘町立歴史文化博物館 企画展示室

　　　　　　（愛知郡愛荘町松尾寺８７８）

●時間：１０：００～１７：００（入館１６：３０まで）

●料金：一般３００円　小中生１５０円

●休館日：月曜日、火曜日

●問い合わせ：愛荘町立歴史文化博物館/０７４９‐３７‐４５００

子ども服のxChange Summer in2012大　津

滋賀県出身の彫刻家、深田充夫の展覧会

●場所：守山市民ホール　展示室（守山市三宅町１２５）　

●時間：１０：００～１７：００　●料金：鑑賞無料　●休館日：６/２６（火）

●問い合わせ：守山市民ホール/０７７‐５８３‐２５３２

現代美術展-現代への視点 2012　
彫刻家　深田充夫展 「水と大地」

守　山

無農薬栽培ラベンダーを畑で観賞しながら、ハーブ

の栽培相談、ハーブを使った石けん・スティック・バス

ボム作りの体験教室、つみとりなど、香りの文化を楽

しむイベント。ハーブの苗や切花、ハーブクラフトの

展示・即売もあり

●場所：みずラベンダーのハーブ畑(長浜市宮司町)

●時間：１０：００～１６：００（雨天決行）

●料金：観賞無料 ※体験教室は別途料金が必要

●問い合わせ：みずラベンダー/０９０‐３８４０‐７７９３

ラベンダーまつりin北びわこ長　浜

■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　
■ワーナー・マイカル・シネマズ草津
■水口アレックスシネマ　
■大津アレックスシネマ　
■ユナイテッド・シネマ大津

６月２３日（土）、２４日（日） 
世界最速３Ｄ限定先行上映決定！ 
※一部劇場を除く

©2011 Columbia TriStar Marketing Group, Inc. All Rights Reserved.©2011 Columbia TriStar Marketing Group, Inc. All Rights Reserved.©2011 Columbia TriStar Marketing Group, Inc. All Rights Reserved.

主人の田嶋さん（右）とスタッフの伊藤翔太さん主人の田嶋さん（右）とスタッフの伊藤翔太さん主人の田嶋さん（右）とスタッフの伊藤翔太さん

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

犬のマコです。犬のマコです。

人も犬も大好き！人も犬も大好き！

でもネコはちょっと苦手。でもネコはちょっと苦手。

ドッグランが大好きで、ドッグランが大好きで、

休みの日はよくお出かけ休みの日はよくお出かけ

をします。（マコ父）をします。（マコ父）

インターネットからの投稿は www.gaido.jp/pet

n@a'yn@a'y
n@a'yn@a'y

掲載写真を
シールにして
プレゼント！

●1年100m / 宮口龍二(瀬田)
●２年100m / 飯田健太(長浜北)
●３年100m / 岡田康聖(湖西)
●200m / 三橋亮介(瀬田)
●400m / 田村晃希(田上)
●800m / 山岸恵太(甲西北)
●1年1500m / 西村暉(兄弟社)

●2､3年1500m / 川島貴哉(城山)
●3000m / 高橋仁(日野)
●110mH / 宮本伸吾(浅井)
●低学年4×100m / 長浜北　
　　　　　　　　　　西澤公希、川崎智史、
　　　　　　　　　　川瀬陽日、飯田健太

●4×100m / 日吉　松谷智也、北村道郎、
　　　　　　　　　     石田寛人、藤原孝仁

●走高跳 / 広兼気陽(瀬田)
●棒高跳 / 糸井拓哉(城山)
●走幅跳 / 加藤廉(彦根)
●三段跳 / 木村匠(志賀)
●砲丸投 / 大平雄利(八幡)
●円盤投 / 斉藤尚也(志賀)
●四種競技 / 福永大翔(日野)

陸上競技＜男子＞陸上競技＜男子＞陸上競技＜男子＞
●1年100m / 吉野史織(日吉)
●2年100m / 安達眞咲(粟津)
●3年100m / 壹岐いちこ(田上)
●200m / 松井千紗(瀬田北)
●800m / 田中いずみ(能登川)
●1500m / 丸谷有衣(甲南)
●100mH / 熊谷友花(安曇川)
●低学年4×100m / 田上
　　　　　　　　　   世古和、四方夢、
　　　　　　　　　   小西真世、四方凛乃

●4×100m / 瀬田北
　　　　　　　　　　萬木みのり、中島藍梨、
　　　　　　　　　　松井千紗、前田優花

●走高跳 / 角田菜々子(米原)
●走幅跳 / 田村美香(粟津)
●砲丸投 / 松本典子(瀬田北)
●円盤投 / 小嶋千夏(守山南)
●四種競技 / 奥村鮎(今津)

陸上競技＜女子＞陸上競技＜女子＞陸上競技＜女子＞

●50自 / 中川麻子（比叡山）
●100自 / 中川麻子（比叡山）
●200自 / 北村望（湖東）
●400自 / 西村真央（近江兄弟社）
●800自 / 西村真央（近江兄弟社）
●100平 / 三谷真由（八幡東）
●200平 / 三谷真由（八幡東）
●100背 / 久世宇花（比叡山）
●200背 / 今西志帆（光泉）
●100バタ / 小島朋夏（県立守山）
●200バタ / 永原実佳（近江兄弟社）
●200個人 / 今西志帆（光泉）
●400個人 / 北村悠（湖東）
●400ＭＲ / 彦根東　  西窪美里、五味希、
　　　　　　　　　　     清水湖舶、沢田之英

●400Ｒ / 近江兄弟社　山田菖、西村真央、
　　　　　　　　　　 　岡田未来、永原実佳

●50自 / 森原和也（彦根東）
●100自 / 森原和也（彦根東）
●200自 / 中村海渡（高島）
●400自 / 中村海渡（高島）
●1500自 / 坂田智也（竜王）
●100平 / 大塚陽平（高島）
●200平 / 大塚陽平（高島）
●100背 / 早川大智（愛知）
●200背 / 井上翔一（市立守山）
●100バタ / 西島功祐（長浜北）
●200バタ / 下垣敦宏（県立守山）
●200個人 / 中村夏樹（八幡東）
●400個人 / 中村夏樹（八幡東）
●400ＭＲ / 市立守山　井上翔一、望月正範、
　　　　　　　　　　 　北川皓基、大塚智裕

●400Ｒ / 彦根東　　 野田高志、福山敦也、
　　　　　　　　　  　  藤原泰毅、森原和也

水泳競技＜女子＞水泳競技＜女子＞水泳競技＜女子＞水泳競技＜男子＞水泳競技＜男子＞水泳競技＜男子＞

www.gaido.jp/sjh
２位以下も掲載中！
詳しくは
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開かれる予定だ。生バンドやアーティストの出演もあると

か(池田聡・花＊花・鈴木トオル他)。

星空とサウンドのコラボレーションを、ぜひ、お見逃しなく。
（取材：鋒山）

守山市のラフォーレ琵琶湖で「星のお兄さんの

爆笑プラネタリウムショー」が人気を呼んでいる。

「星のお兄さん」とは、ラフォーレ琵琶湖スタッ

フの田端英樹さん＝写真＝のこと。はじめは業務

命令で星座解説をしていた田端さんだが、その

うち「教える」のではなく「一緒に楽しむ」プログ

ラムにしようと思いついた。話にツッコミを

入れるようになり、気が付けば爆笑プラ

ネタリウムショーに。多彩なゲストとも

共演し、テレビでも紹介された。

昨年、「星のお兄さん25周年」を迎え

、記念アルバムを発売。この夏

休み前後には「記念ライブ」も

のの の
  25周年を迎えた
 　のお兄さんのプラネタリウムショーの

ラフォーレ琵琶湖
●住所：守山市今浜町十軒家２８７６　

●TEL：０７７‐５８５‐３８１１

http://www.laforet.co.jp/biwako/

守山市 ラフォーレ琵琶湖

観光客でにぎわう長浜黒壁スクエアの一

角に、そば専門店「そば八」はある。開

業して15年。落ち着いた雰囲気のこの

店は小泉純一郎元首相も訪れたことが

あるという。

今回紹介するのは

　【お江三姉妹メニュー 「初」 】（1150円）
　・十六文そば
　・「そば八ラスク」のお土産

「十六文そば」は、「かきあげそば」「おろ

しそば」「とろろそば」「出し巻きそば」

「なめこそば」の5種類のそばが楽しめ

る。味、量とも、どれもほどよく、女性

●長浜市元浜町２２‐３２

●ＴＥＬ：０７４９‐６２‐００５８

●定休日：木曜日　●駐車場：なし

●時間：１１：００～１７：００
　　　　　　（L.O１７：００）

※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

そば八

にも人気がある。

毎朝、店でそば粉をひき、独

自に配合しているというこのそ

ばは、のど越しが良く、風味も抜群。

取材日は福井の丸岡産、越前産、地元伊

吹産がブレンド

されていた。そ

ばつゆは関西

風、関東風の2

種類から好みで

選べる。

「産地にこだわ

り過ぎず、その

都度、美味しい

と思ったものを使っています。ぜひご賞

味ください。」と店主の田嶋広志さん。

メニューセットの「そば八ラスク」(単品

で60ｇ350円)も、ほどよい甘さで香ば

しい。これは同市内のパン工房「ポム・

ド・テール」との共作だという。

そば焼酎のそば湯割（500円）も、お見

逃しなく。

（取材・藤井）

こだわこだわり
そばそば

こだわこだわり
そばそば

た  じま ひろ  し

じゅうろくもん

は ち

■時間：土曜日２０：００～（約１２０分の生解説）

■料金：大人 １,６００円　子ども ８００円

　　　　　　　（ご宿泊の方：大人 １,３００円　子ども ７００円）

※大人：中学生以上　子ども：４歳～小学生

　　チケット販売は当日８：３０から。満席になり次第終了

は ち

6/3030(satsat)
TOHOシネマズ日劇ほか全国公開 ！TOHOシネマズ日劇ほか全国公開 ！

爆
笑
！
星星

　スターライトライブ

「星のお兄さんのプラネタリウムショー」

「ひきたて」「ひきたて」 「打ちたて」「打ちたて」 の「ひきたて」「ひきたて」 「打ちたて」「打ちたて」 の


