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有効期限 2013/3/31まで

Oh!Me1部につき4人まで有効

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

お会計10％引き
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7京町一丁目南三井寺

毎月第３日曜日、大津市の三

井寺で「オーガニック＆つなが

るマーケット」が開かれている。

これは東日本大震災を機に、原

子力発電に頼らない社会を目

指して地産地消を推進しようと

始められたものだ。

会場には安心安全の食品を売る店や手づくり商品を

売る店など合わせて30～ 40店が並ぶ。

食品は地元の無農薬野菜、ハチミツ、ジャ

ム、カレー、べジバーガーなど。手作り

商品は木工品、陶器、アクセサリー、絵画な

ど。買う側と使う側の輪を育てていくことが目標

の一つだという。

ものづくり体験のワーク

ショップ、音楽演奏や積み木

で遊べるコーナーなども好評だ。

東北の子どもたちを支援するために、信楽や

マキノで定期的に開いているキャンプの様子

も写真で紹介し、募金活動も行っている。

「マイカップ、皿、はしなどは持参」「ゴミは持

ち帰り」が、会場でのマナーになっている。
（取材・鋒山）

大津市のＮＰＯ法人「LOVE＆PEACE  Pray」

では、県内や、東北大震災で被災した猫

たちの里親を募集するため、猫たちの写

真を展示した「里親探しパネル展」を開い

ている。（写真のみの展示でスタッフは常駐して

いないので、御用の方は下記連絡先まで。）

貴生川駅から徒歩１分の所にある「Café

　Tremolo」は、昨年７月にオープン。

大きな三日月の看板が目印で、女性に

人気がある店だ。

今回紹介するのは

　【エビマヨオムライス】（980円）
　※サラダ、スープ、ドリンク付き

●甲賀市水口町虫生野中央８８　ウイング１Ｆ

●ＴＥＬ：０７４８‐６２‐５７６８

●定休日：火曜日 ※３月末までは無休

●駐車場：１５台

●時間：１２：００～２３：００（Ｌ.Ｏ.２２：３０) 
　　　　　　（ランチ：１２：００～１５：００）

※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

オムライスは月替わりで、ボリュー

ムたっぷり。十穀米のバターラ

イスに、プリプリしたエビがたく

さん入っている。

スープは季節ごとに替えられ、取

材日は「コーンスープ」だった。

「食事はもちろんですが、雑貨や

本を読んだりして、ゆっくりできる

雰囲気を大切にしたいと思ってい

ます」とオーナーの岡本さん。

店内にはオーナーが集めた珍しい本が

ずらりと並んでいる。

自家製パウンドケーキ（150円～）のテーク

アウトも人気。
（取材・原田）
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オーガニック＆つながるマーケット
●場所：三井寺　千団子社周辺（大津市園城寺２４６）

●時間：１０：００～１５：００　※荒天中止 ●料金：入場無料

●駐車場：三井寺有料駐車場あり（５００円）

●備考：ゴミは持ち帰り、マイカップ、皿、はし、バッグは持参

●問い合わせ：暮らしを考える会（藤本）/０７７‐５８６‐０６２３
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人と人を結ぶ、人と人を結ぶ、人と人を結ぶ、人と人を結ぶ、

安心安全のマーケット安心安全のマーケット安心安全のマーケット安心安全のマーケット

Café Tremolo

雑貨雑貨と本に囲まれてまれて
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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・プロフィル、アピール文、飼

い主名をお送りください。

〒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

インターネットからの
投稿は www.gaido.jp/pet
インターネットからの
投稿は www.gaido.jp/petn@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！

ショコラ2歳、ラズベリー1歳、
クッキー 4歳。
みんなスイーツの名前でおい
しそうでしょう(̂ - )̂v   

     　　　　　　　飼い主：谷川

メールはこちらメールはこちら
●場所：大津市市民活動センター

　　　　　　（大津市浜大津４‐１‐１　明日都浜大津１Ｆ）

●時間：９：００～２２：００

         （初日は１２：００から、最終日は１６：００まで）

●料金：入場無料

●問い合わせ：LOVE＆PEACE Pray/

                  ０８０‐１５２３‐００１８（藏田）

http://love-peace-pray.jp

http://organicmarketshiga.shiga-saku.net

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

上映案内上映案内 www.gaido.jp/0www.gaido.jp/0010www.gaido.jp/0010
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●まで土

★出店者募集中！（毎月１日から開催日の１週間前まで）

名前（フリガナ）、性
別、年齢、生年月
日、メッセージ（２０
字程度）、応募者
の名前（続柄）、
郵便番号・住所、
電話番号を明記
の上、写真（Ｌサ
イズ以上）を同
封して下記まで
お送りください。

※６歳の誕生日
　　（小学生未満）まで

〒５２０‐０８０６
大津市打出浜３‐１６
毎日新聞専売会事務局

「バースデースマイル」係

５月生まれの
お友達募集！

締め切り：3月31日必着

佐野蒼馬くん佐野蒼馬くん
さ　 の そう  まさ　 の そう  ま

谷戸茅優ちゃん谷戸茅優ちゃん
たに  と　 ち　ひろたに  と　 ち　ひろ

いい  だいい  だ

髙橋姫華ちゃん髙橋姫華ちゃん
たかはし ひめ かたかはし ひめ か

梅本琉杏ちゃん梅本琉杏ちゃん
うめもと る あんうめもと る あん

岩井 柊くん岩井 柊くん
いわ い   しゅういわ い   しゅう

中嶋大渡くん中嶋大渡くん
なかじま ひろ となかじま ひろ と

中嶋愛捺ちゃん中嶋愛捺ちゃん
なかじま あい　ななかじま あい　な

中村佳翔くん中村佳翔くん
なかむら よし となかむら よし と

小田逞夢くん小田逞夢くん
お　 だ たく むお　 だ たく む

飯田さくらちゃん飯田さくらちゃん 久保田ゆずちゃん久保田ゆずちゃん
く　 ぼ　 たく　 ぼ　 た

０９.３.７生まれ　４歳

「いつまでも元気な柊くんでいて

ね。４歳おめでとう」（祖父母より）

０９.３.１８生まれ　４歳

「ママの宝物です！！」

　　　　　　　　　　　　　　　　（母より）

１０.３.２９生まれ　３歳

「おしゃれ大好き姫華。これか

らも笑顔でいてね」（父母より）

１０.３.１１生まれ　３歳

「わが家の笑いの女神様。

いつもありがとう」（母より）

０７.３.１２生まれ　６歳

「いつも明るく元気なゆず

が大好きだよ」（母より）

１０.３.３生まれ　３歳

「病気せず元気に成長し

てネ！」（祖母より）

１１.３.１２生まれ　２歳

「妹といつまでも、仲良く

元気に育ってね！」（父母より）

０８.３.２７生まれ　５歳

「素直で優しい今のまま大

きく成長してネ！」（祖母より）

１２.３.１６生まれ　１歳

「１歳おめでとう！ 佳翔大好

きだよ」（父母より）

きたむらりゅう の　すけきたむらりゅう の　すけ

浅井心音ちゃん浅井心音ちゃん
あさ い  ここ ねあさ い  ここ ね

北村琉之介くん北村琉之介くん

１２.３.５生まれ　１歳

「心音１歳おめでとう。いつもニコニ

コ癒やしをありがとう」（父母より）

０８.３.９生まれ　５歳

「元気な保育園児の琉くん、

家族全員の宝物」（父母より）

０８.３.２０生まれ　５歳

「５歳おめでとう！ 優しい男

の子でいてネ！」（母より）

１２.３.２５生まれ　１歳

「祝１歳！ 生まれてきてくれ

てありがとう！」（父母より）

前田雄晟くん前田雄晟くん
まえ　だ　ゆう せいまえ　だ　ゆう せい

１２.３.２生まれ　１歳

「にいにとこれからもたの

しく遊ぼうネ！」（にいにより）

迫田琉希くん迫田琉希くん
よしおかまな はよしおかまな はさこ　だ　る　 きさこ　だ　る　 き

中嶋 咲ちゃん中嶋 咲ちゃん
なかじま  さきなかじま  さき

西川悠奈ちゃん西川悠奈ちゃん
にしかわ　ゆ　 なにしかわ　ゆ　 な

１１.３.１１生まれ　２歳

「のびのび、元気いっぱい

育ってね」（父母より）

０９.３.１２生まれ　４歳

「いつまでもパワフル元気

でいてね！」（母より）

西川日茉莉ちゃん西川日茉莉ちゃん
にしかわ ひ　ま　りにしかわ ひ　ま　り

１１.３.１８生まれ　２歳

「祝２歳！ いつもニコニコひ

まちゃん大好き！」（母より）

眞嵜夢歩ちゃん眞嵜夢歩ちゃん
ま　ざき ゆ　 ほま　ざき ゆ　 ほ

０８.３.１０生まれ　５歳

「５歳もたのしくすごそう

ね！ おめでとう！」（母より）

１１.３.２９生まれ　２歳

「いつもかわいい笑顔をあり

がとう、大好きだよ」（母より）

１２.３.４生まれ　１歳

「１歳おめでとう！ これから

も笑顔でいてね！」（母より）

   岡愛葉ちゃん   岡愛葉ちゃん


