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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/0007www.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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写真は2010年のものです
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正月用品、工芸品等の出店がずらりと並ぶ、歳末の風物詩「もりやまいち」

と手づくり市「もりやまポンテリカ」同時開催

●場所：あまが池親水緑地（守山市勝部１‐１３‐１）

●時間：１０：００～１６：００ ●料金：入場無料

●備考：市営駐車場 無料

●問い合わせ：滋賀ものづくりネット/０９０‐１９６２‐４８００（１３：００～１９：００）

もりやまポンテリカ Whit もりやまいち守　山

ミュージカル「X'mas Fantasy Dream」大　津

子どもだけのクリスマスミュージカル。ピアノ・

フルートとのコラボもある

【出演】KIDSひとみジャズダンス、光永三姉妹

●場所：びわ湖ホール　小ホール（大津市打出浜１５‐１）

●開演：１４：００（開場１３：３０）

●料金：１人２,０００円 （限定３００枚、売り切れ次第終了）

　　　　　　　※２歳以下はひざ上鑑賞無料

●問い合わせ：ＫＩＤＳひとみジャズダンス/０９０‐１９５２‐０８０９

平田ゆりとつくるクリスマスコンサート栗　東

ゴスペルで家族ですてきなクリスマスを楽しめるコンサート

【出演】平田ゆり（ゴスペルディレクター）、

　　　芦田真一（パーカッション）、

　　　横山貴生（サックス・フルート）、

　　　宮川健太（ベース）、馬渕彩（ピアノ）、

　　　平田美音子（アルト）、山内亜希子（ピアノ）、 

　　　アミカクワイア

●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：１９：００（開場１８：００）

●料金：前売り８００円（当日２００円増）

●備考：開演前・休憩時にホワイエにてドリンクバー利用可

●問い合わせ：草津アミカホール/０７７‐５６１‐２３４５

■彦根ビバシティシネマ　■イオンシネマ近江八幡　■イオンシネマ草津 ■ユナイテッド・シネマ大津

© 2013 Twentieth Century Fox© 2013 Twentieth Century Fox© 2013 Twentieth Century Fox

びわ湖ホール声楽アンサンブル
　　　　地域協働公演 in 豊郷町
クリスマスコンサート

豊　郷

クリスマスの名曲、オペラの名曲などを楽しめるコンサート

【出演】本山秀毅（指揮）、岡本佐紀子（ピアノ）、

　　　びわ湖ホール声楽アンサンブル

●場所：豊栄のさと 文化ホール（犬上郡豊郷町四十九院１２５２）

●開演：１４：００ ●料金：一般５００円（当日２００円増） 中学生以下無料 ※全席自由 

●問い合わせ：豊栄のさと内 社会教育課/０７４９‐３５‐８０１０（８：３０～１７：１５/平日のみ）

駅前の大狸にサンタの衣装をほどこし、駅の屋根や通り沿いの樹

木、信楽町役場横の駐車場などをイルミネーションで飾りつける

●場所：信楽高原鐵道 信楽駅～イルミ広場（信楽町長野地区）

●時間：日没～２４：００ ●料金：鑑賞無料 

●備考：１２/２１（土）しがらき冬まつり 開催
　　　　　　　場所：甲賀市信楽地域市民センター東側駐車場

●問い合わせ：信楽町観光協会/０７４８‐８２‐２３４５

しがらきイルミネーション2013信　楽

第10回 2013 Lighting Bell
 　　in NOTOGAWA

東近江

美しいイルミネーションでライトアップされ、昼間と

は一味違うムード満点の空間になる

●場所：東近江市林中央公園（能登川中学校横）

●時間：１７：３０～２２：００ ●料金：鑑賞無料

●問い合わせ：能登川地区まちづくり協議会 事務局/０５０５‐８０２‐２７９３（平日午前中）

開催中
▼

12/23
（月・祝）

開催中
▼

1/13
（月・祝）

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

わがわが家のペット自慢

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！

メールはこちらメールはこちら

●種類：メインクーン ●年齢：８：８歳 ●性別：女の子性別：女の子
●特徴：こわがり：こわがり ●好きなこと：日向ぼっこ好きなこと：日向ぼっこ
こわい顔のわりに誰よりも臆病なアンリさんは、
くしゃみ一つで飛んで逃げます。年中無休の
フカフカの毛に包まれた体は、タヌキのよ
うに大きいです。靴下を履いたような白
い足先が特徴です。　飼い主：えりっち
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伊吹山のふもとにある「手づくりケーキ 

mure」は、シフォンケーキがおいしいと評判

の店。窓から見える伊吹山の眺めが素晴ら

しい。

クリームは無添加でやさしい味。甘いものが

苦手な人にも好評だ。

新発売の「いちごのふんわりシフォンロール」

（390円）は、シフォンの生地に２種類の生ク

リームが使われている。 

ショーケースに並ぶ「伊吹

ロール」（350円）と「プレーン

シフォン」（200円）もフワフワ

で、しっとりとしている。

「甘さ控えめで、飽きのこな

米原市　
手づくりケーキ mure
米原市　
手づくりケーキ mure

シフォンケーキの
　   おいしいカフェ
シフォンケーキの
　   おいしいカフェ
シフォンケーキの
　   おいしいカフェ
シフォンケーキの
　   おいしいカフェ

伊吹山の眺めが素晴らしい伊吹山の眺めが素晴らしい

手づくりケーキ mure
●米原市上野８０１‐１ ●駐車場：３台 

●ＴＥＬ：０５０‐７００１‐５４７４

●定休日：木曜日、第３水曜日 

●時間：１０：００～１８：３０ 

※喫茶は１１：００～１７：００（Ｌ.Ｏ.）

★「ケーキセット」ケーキ＋ドリンク（ドリンクが50円引き）
　 ＋110円でアイスクリーム付き
★写真はいちごのふんわり
　シフォンロール（単品390円）

★「ケーキセット」ケーキ＋ドリンク（ドリンクが50円引き）
　 ＋110円でアイスクリーム付き
★写真はいちごのふんわり
　シフォンロール（単品390円）

★「ケーキセット」ケーキ＋ドリンク（ドリンクが50円引き）
　 ＋110円でアイスクリーム付き
★写真はいちごのふんわり
　シフォンロール（単品390円）

主な　

Menu
主な　

Menu
★伊吹ロール　　　　　　　  ３５０円
　　　　　　　　　　　　　　 　（１本　１,３５０円）

★プレーンシフォン　　　　２００円

★アイスクリーム
　　（ミルクｏｒチョコレート）　　　３００円　

★コーヒー　　　　　　　　　　　４００円
★紅茶（ダージリン ｏｒ セイロン）　４００円
★アイスコーヒー　　　　　 ３５０円
★アイスティー　　　　　　　３５０円
★伊吹牛乳　　　　　　　　　 ３００円
　　　　　　　　　　　　　　（ＨＯＴは＋５０円）

ミ ュ ー ル

ホームページ　http://www.cake-mure.jp
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湖南市吉永にある「ギャラリー薔薇の

木」は昨年５月にオープン。オーナーの

西尾英樹さん・綾子さん夫妻が作ったす

てきなステンドグラスが楽しめる。

元々、妻の綾子さんが始めたス

テンドグラスだったが、その美し

さに魅了され夫の英樹さんも本格的に勉強。教室を開くまでになった。

これまで２人が作りためた作品は100点以上。伝統的な技法のものから

和風デザインのものまでさまざまだ。

ステンドグラスは光を通さなければ美しさが発揮されない。

そこで自宅を改装し、ギャラリーをオープンした。

「ガラス好きの人なら大歓迎です！  天候や時間

によって、同じ作品でも表情が変化します。気

軽に何度も遊びに来てください」と綾子さん。

ステンドグラスの柔らかい光が、厳しい寒さを

和らげてくれるだろう。（取材・福本）

湖南市
「ギャラリー薔薇の木」
湖南市
「ギャラリー薔薇の木」

～まばゆいステンドグラスの
　　　　　　　　光に囲まれて～
～まばゆいステンドグラスの
　　　　　　　　光に囲まれて～

ギャラリー薔薇の木
●場所：湖南市吉永４７３　●時間：１２：００～１７：００

●定休日：月・火曜日 ●問い合わせ：０７４８‐７２‐５０３３

毎月第２ 火・木・金・土曜日　※予約制
●時間：【月２回コース】　１４：００～１６：３０
　　　　　　【月１回コース】　１０：３０～１６：３０（休憩１時間）

●料金：入会金２０,０００円、受講料５,０００円
　　　　　　　材料費は実費・工具費４０,０００円～

www.gaido.jp/konomati
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吉村育朗さん（左）と亜矢子さん
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つるつるを実感！
　女性シェービング
つるつるを実感！
　女性シェービング
つるつるを実感！
　女性シェービング

vol.116  毎日新聞 栗東販売所オススメ!!

髪空間 心
栗東販売所の

奥野明次所長

の紹介で、ア

ルプラザ栗東

に近い「髪空間 

心」を訪ねた。

吉村育朗さん

と妻の亜矢子

さんが経営しており、男性カットだけでな

く、女性シェービングもしている。特に「つ

るつる実感コース」（3150円）は、リラッ

クスできて化粧のりも良くなると好評だ。

別メニューで「抜け毛予防の頭皮クレンジ

ング」も用意されている。

「頭皮やお肌を整え、お客さんに元気になっ

ていただくのがうれしい」と吉村さん。

「和装シェービング」は襟そりなどをしてもら

えるので、お正月や成人式にはうれしいメ

ニューだ。（取材・鋒山）

メニュー
◆男性カット …………………………… ４,２００円
◆頭皮クレンジング ……………………… ６３０円
◆女性シェービングつるつる実感コース …３,１５０円
　　顔そり・眉カット・沈静パック・美容液仕上げ 

●栗東市綣３‐１４‐１４　
　　ロワイヤルタニ１Ｆ

●時間：平日９：００～１９：００
　　　　　　　（土日祝は８：００～）

女性シェービングは
火～金、第３日曜９：３０～１６：００

●定休日：月曜日
　　※１２/３０は営業、
　　　　１２/３１～１/３は休み

●駐車場：３台

●ＴＥＬ：０７７‐５５４‐４８１３

http://www.
kamikukan-kokoro.com

感動！発見！共感！

栗東販売所 にご購読お申し込みは

◆栗東市綣3-8-23
　グレーシイセレージュ1Ｆ

077-553-0920

い味にしてい

ます」と店主の

白谷明子さん。

６種類あるクリスマスケー

キは予約受付中（12月20日まで、店頭受け渡

しのみで宅配は不可）。

焼き菓子もラッピングしてもらえるのでプレ

ゼントにおすすめだ。（取材・前川）

ステンドグラス教室  Glass Circle
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