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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！
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第50回 滋賀県中学校春季総合体育大会 優勝おめでとう優勝おめでとう

６月８日（土）より
ＴＯＨＯシネマズ スカラ座他

全国ロードショー
6.7（金）より先行公開！ ※一部劇場を除く

桃太郎の連凧
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夢と笑いの楽しいキャラクターショー

【出演】乱太郎、きり丸、しんべヱ、山田先生、

　　　歌のおねえさん・渡辺かおり

●場所：大津市民会館　大ホール（大津市島の関１４‐１）

●開演：【１回目】１１：００（開場１０：３０） 【２回目】１４：００（開場１３：３０）

●料金：一般２,０００円 小学生以下１,０００円 親子２,５００円

　　　　　　　（当日は一般・小学生以下５００円増、 親子１,０００円増）

　　　　　　　※全席自由

●備考：２歳以下は無料（席が必要な場合は有料）

●問い合わせ：大津市民会館/０７７‐５２５‐１２３４

忍たま乱太郎 & キッズコンサート大　津

第29回 あづち信長まつり近江八幡

安土城下をめぐる総勢400人以上の武者行列や、地元の

特産物を販売する「あづち楽市」、お堀巡りなどイベント

盛りだくさん

●場所：安土城跡（近江八幡市安土町下豊浦）

●時間：１０：００～１６：００ ●料金：参加無料

●問い合わせ：あづち信長まつり協議会（安土町商工会内）

　　　　　　　　　　　/０７４８‐４６‐２３８９

6/9
（日）

たかとりぶぶるツアー多　賀

山野草ツアー、工芸教室、ピザ作り体験など自然を学

ぶ・遊ぶ・感じるイベント

●場所：高取山ふれあい公園（犬上郡多賀町藤瀬１０９０）

●時間：１０：００～１５：００ ※雨天中止 

●料金：入場無料 ※体験など一部有料

●問い合わせ：高取山ふれあい公園/０７４９‐４９‐０６３５

　　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：//ｔａｋａｔｏｒｉ.ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊｐ/

■彦根ビバシティシネマ　■水口アレックスシネマ　■ユナイテッド・シネマ大津
■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
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魚の解剖にチャレンジしよう草　津

外来魚を解剖して、体のつくりや、何を食べているかを調べよう！

●場所：琵琶湖博物館　実習室２（草津市下物町１０９１）

●時間：１３：３０～１５：００ (１３：００～当日受付) ●料金：参加無料 ●定員：３０人 

●備考：小学４年生以下は保護者同伴 ●問い合わせ：琵琶湖博物館/０７７‐５６８‐４８１１

「雨の音」宮崎弥栄  作陶展高　島

宮崎弥栄の個展を開催

●場所：高島びれっじ１号館（高島市勝野１４００）

●時間：１０：００～１６：００ ●休館日：月曜日 ●料金：入場無料

●問い合わせ：たかしままちづくりセンター/０７４０‐３６‐２０１１

ドラゴンふれあいフリーマーケット 竜　王

80区画の大規模なフリーマーケットを開催

●場所：竜王町総合運動公園ふれあいセンター周辺敷地（蒲生郡竜王町岡屋３２８２）

●時間：９：３０～１４：００ ※雨天中止 ●料金：入場無料

●備考：次回開催は ７/１３（土）、９/７(土)、１０/１３(日)、１１/４（月・休）

●問い合わせ：ドラゴンふれあいセンター/０７４８‐５８‐３１１５

開催中
▼

6/13
（木）

OKINAWA 沖縄のおおらかなこころとかたち彦　根

現代の沖縄を代表するすばらしい手仕事の品々が集結

●場所：器・生活道具 Ｔｈｅ Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ Ｓｔｏｒｅ
　　　　　 　（彦根市中央町２‐３０）

●時間：１１：００～１９：００ ●料金：入場無料

●問い合わせ：器・生活道具Ｔｈｅ Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ Ｓｔｏｒｅ
　　　　　　　　　　　　　/０７４９‐２０‐９５２９

開催中
▼

6/11
（火）

６/８６/８（土）（土）
～ ～ ３０３０（日）（日）

いしだたみ　　 こ みち ほう さ

あきやまよう こ

近江八幡市の「八幡堀 石畳の小路」の一角にある「逢茶  

あまな」は今年３月にオープン。窓ガラスや欄間などに

は古いものが使われ、レトロで落ち着いた雰囲気の店だ。

人気メニューは「あまなのお抹茶パフェ」（750円）。これ

は名物「でっち羊羹」の原料のこしあんと、３色ういろう

が同時に味わえる欲張りなパフェ。

「お一人でご来店いただいても、ゆっくり楽しんでいただ

ける店にしたいと思っています。お気軽にどうぞ」と店

主の小川さん。

２階には靴を脱いで上がれるカウンター席もあり、眺め

が最高。抹茶、煎茶、ほうじ

茶などお茶の種類も多く、６

月からは新茶も楽しめる。
（取材・原田）

道の駅 しんあさひ風車村で「花しょうぶま

つり」が６月８日（土）～ 30日（日）まで開

かれる。園内には20万株・100万本の花

しょうぶが咲き誇り、期間中はしょうぶの

足湯や、地元特産品等の販売もある。

綺麗なしょうぶを見ながら心

も体もリフレッシュしよう。

近江八幡市
　逢茶 あまな古民家で味わう

　　　　新茶とスイーツ
古民家で味わう
　　　　新茶とスイーツ

らん  ま

ようかん

お  がわ

逢茶 あまな
●近江八幡市大杉町１２

　　（八幡堀 石畳の小路内）

●ＴＥＬ：０７４８‐３２‐５２９５ 

●定休日：水曜日

●時間：１１：００～１７：３０

　　　　　　（Ｌ.Ｏ.１７：００）

●駐車場：日牟禮八幡宮の
　　　　　　　　　 無料駐車場、
　　　　　　　　　近くの市営駐車場

※ペット不可

●場所：道の駅 しんあさひ風車村

　　　　　　  新旭花菖蒲園　

　　　　　　 （高島市新旭町藁園３３６）

●時間：９：００～１７：００（入園は１６：００まで）

●料金：大人５００円

　　　　　　　小中生・障害のある人・介助者２５０円

●問い合わせ：道の駅 しんあさひ風車村

　　　　　　　　　　　　　/０７４０‐２５‐６４６４

あまなのお抹茶パフェ（750円）あまなのお抹茶パフェ（750円）あまなのお抹茶パフェ（750円）

主なMenu
★あまなのお抹茶パフェ　　 　７５０円

★「和た与」のいっぷく　　　　　　　６３０円
　　　（でっちようかんorういろ餅＋飲み物のセット）　

★紫香楽 和紅茶　　　　　　 　   ４８０円

＜夏用メニュー＞
★水出しアイス珈琲　　　　　 　　５００円

★アイス抹茶ラテ　　　　　　　　 　５５０円

（取材・原田）
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6/13（木）～16（日）  京都市勧業館「みやこめっせ」 

と　 　き

秋山洋子さんの書の個展が、京都市

勧業館「みやこめっせ」で開かれる。

６月13日（木）から16（日）まで。

秋山さんの書道歴は今年で56年。

９年前に毎日書道展でグランプリを

受賞。現在、同展の審査会員。大阪、

近江八幡、彦根で教室を持ち活躍し

ている。

書家としてだけではない。秋山さん

は京都大学卒業後、大手製薬会社に

勤務し、５年前に退職するまで薬学

博士として医薬品の研究開発に携ってきた。

｢筆に集中すると雑念を払うことができ、仕事面で

もプラスになります。この個展を機に、今何がで

きるのか？……これから書で何がしたいのか？

……もう一歩、深く掘り下げてみたいと思っていま

す。前を通り過ぎて、ふと足を止めて振り返ってみ

たくなるような作品が書けたら……｣と秋山さん。

今回は大作を中心に新作約30点を発表。ダイナ

ミックな漢字や仮名、近代詩文などバラエティに

富んだ作品が楽しめる。

【～今、この瞬間に～】

－秋山洋子書作展－
【～今、この瞬間に～】

－秋山洋子書作展－
【～今、この瞬間に～】

－秋山洋子書作展－

秋山洋子 書作展
●場所：京都市勧業館みやこめっせ Ｂ１階特別展示場

　　　　　　（京都市左京区岡崎成勝寺町９‐１）

●時間：９：３０～１７：００（最終日は１６：００まで） 

●料金：入場無料

●問い合わせ：秋山洋子/０７４８‐３７‐８９８６

6/13（木）～16（日）まで

5/23（木）、24（金）個人１位一覧
体　操体　操

●男子・総合/佐藤誠朗（草津）
●男子・ゆか/佐藤誠朗（草津）
●男子・跳馬/寺地祐次郎（高穂）
●男子・鉄棒/佐藤誠朗（草津）
●男子・鞍馬/表慎一郎（草津）

●女子・総合/上田陽菜（草津）
●女子・跳馬/日下部亜季（県立守山）
●女子・平均台/上田陽菜（草津）
●女子・ゆか/上田陽菜（草津）
●女子・段違い平行棒/
　　　 道倉風羽花（日吉）

体　操

新 体 操新 体 操
●女子・総合/山中望聖（八幡東）
●女子・リボン/山中望聖（八幡東）
●女子・ロープ/山中望聖（八幡東）

新 体 操

柔　道柔　道 剣　道剣　道

●男子/森越進（比叡山）

●女子/戸川あやめ （八幡西）

柔　道 剣　道

バドミントバドミントン

ボ ートボ ート

●男子・ダブルス/
　　　    西村哲、三宅将平（日吉）
●男子・シングルス/清水滉平（南郷）

●女子・ダブルス/
　　　    新治友紀乃、國門里咲（南郷）
●女子・シングルス/近藤弘美（打出）

●男子・舵手付クオドルプル/
　　　   吉川直希、椿常富萌仁、
　　　 舩越湧太郎、寺田遼、
　　　 村上大将（瀬田中）
●男子・ダブルスカル/
　　　   中山壮太、城内大助（今津）
●男子・シングルスカル/飯田竜馬（田上）

●女子・舵手付クオドルプル/
　　　   上野奈々、塚脇一葉、平野里帆、
　　　 古川舞、丸山みずき（瀬田）
●女子・ダブルスカル/
　　　   松田佳奈枝、河部由生奈（瀬田北）
●女子・シングルスカル/山本結以（瀬田北）

バドミントン

ボ ート

ソフトテニソフトテニス

テ ニ ステ ニ ス

●男子/加藤裕喜、西村夏輝（竜王）

●女子/古澤優花、米田香菜（朝桜）

ソフトテニス

●男子・ダブルス/
　　　　清水奎吾、宇田翔（光泉）
●男子・シングルス/清水悠太（甲西）

●女子・ダブルス/
　　　　田中瑞萌、吉池優理（立命館守山）
●女子・シングルス/田中瑞萌(立命館守山）

テ ニ ステ ニ ステ ニ ス

www.gaido.jp/sjh
２位以下も掲載中！
詳しくは

●男子・50㌔級/土田純也（河南)
●男子・55㌔級/橋本健太(粟津)
●男子・60㌔級/谷口光(粟津）
●男子・66㌔級/
　　　 朝比奈龍希（粟津）
●男子・73㌔級/岡本昇馬　
　　　　　　　（市立守山）
●男子・81㌔級/林蒼太
　　　　　　　（粟津）
●男子・90㌔級/大辻柊哉（能登川）
●男子・90㌔超級/北川仁基（田上）

●女子・40㌔級/尾田瑠璃波（彦根南）
●女子・44㌔級/安枝汐香（市立守山）
●女子・48㌔級/藤井志穂（市立守山）

●女子・52㌔級/岡本朋花（市立守山）
●女子・57㌔級/伊藤友希（比叡山）
●女子・63㌔級/武本永遠（木之本）
●女子・70㌔級/園田萌絵香（市立守山）
●女子・70㌔超級/田中梨香 （高島）

花しょうぶまつり花しょうぶまつり花しょうぶまつり花しょうぶまつり


