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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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びわ湖バレイ（大津市）

1/16（木）
応募締め切り

スキー場ロープウェイ往復券

5組10人ご招待

開催中～
  3/31（月）まで
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「今年は午年

なので、多くの方に遊び

に来てもらえたらうれしい

です」

（担当：久野悠子さん）

「のんびりして

いる馬ばかりなので、気軽

に遊びに来てください」

（担当：坂本聖子さん）

「牧場の飼育員

みんなで可愛がっています。

もこもこの冬毛はやわらかいで

すよ。 やさしく触ってあげてくだ

さいね」

（担当：矢田和子さん）

「何事にも

うまくいくように、過程

を大切にして達成感

が得られるようにと願

いを込めています」

（禰宜・大宮聰さん）

「野菜や果物

が大好き。 人慣れし

ているので近くで触って

あげてください」

（担当：木村チヨノさん）

「何事にも

～かかしになるために～ KOYOマイムライブ２大　津

ユーモアとペーソスを兼ね備えた大人の味のパントマイムショー。

公演後、KOYOと一緒にパントマイムにチャレンジできる

●場所：大津市民会館 小ホール（大津市島の関１４‐１）

●開演：１４：００（開場１３：４５）

●料金：４歳以上前売り３,０００円（当日２００円増）　

　　　　　　　※会員は無料（当日入会可）

●問い合わせ：大津おやこ劇場/０７７‐５２５‐４５７８

1/18
（土）

関西フィルハーモニー管弦楽団
ニューイヤーコンサート

甲　賀

【出演】藤岡幸夫（指揮）、松尾依里佳（バイオリン）

【曲目】ベートーベン 交響曲第3番 変ホ長調「英雄」 他

●場所：あいこうか市民ホール（甲賀市水口町水口５６３３）

●開演：１５：００（開場１４：３０）

●料金：一般 Ａ席３,５００円 Ｂ席３,０００円

　　　　　　　青少年（２５歳以下） Ａ席２,０００円 Ｂ席１,５００円

●問い合わせ：あいこうか市民ホール/０７４８‐６２‐２６２６

1/19
（日）

干支に数えられる動物たちを描いた絵画や、長寿・子宝・

出世の願いが込められた吉祥の書画を紹介

●場所：観峰館　展示室１（東近江市五個荘竜田町１３６） 

●時間：９：３０～１７：００（入館は１６：００まで） 

●料金：一般５００円　高校生・学生３００円　中学生以下無料 

●休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）

●備考：【同時開催】「日本の年中行事 ―見る、遊ぶ、楽しむ―」 

●問い合わせ：観峰館/０７４８‐４８‐４１４１ 

干支と吉祥の書画東近江

全３回のがんセミナーを開催。テーマは「生きがい、死にがい」

【第１回 １/18（土）】 「地域医療の様々な仕組み作り」～高齢化社会を見据えて～ 

　◇講師：東近江健康福祉事務所 所長　瀬戸昌子氏 

【第２回 ２/22（土）】 健やかに生き、健やかに死ぬ方法 

　◇講師：日本ウエルネス学会 理事長　野崎康明先生 

【第３回 ３/15（土）】 参加者の皆さんからの声を受けて 

　◇講師：ヴォーリズ記念病院 ホスピス認定看護師　谷川弘子氏 

●場所：ヴォーリズ記念病院 研修室（近江八幡市北之庄町４９２） 

●時間：１４：００～１６：００  ●料金：参加無料 ※要申し込み

●申し込み：①住所もしくはメールアドレス、②氏名、③がんセミナー参加希望

　　　　　　　　　　　を明記の上、はがき、ＦＡＸ、またはＥ‐ｍａｉｌで下記まで

〒５２３‐８５２３ 近江八幡市北之庄町４９２  ヴォーリズ記念病院 がんセミナー係（安部） 

【ＦＡＸ】０７４８‐３２‐２１５２　　【Ｅ‐ｍａｉｌ】vories-reihaidoh@vories.or.jp 

●問い合わせ：ヴォーリズ記念病院（安部）/０７４８‐３２‐５２１１

ヴォーリズがんセミナー近江八幡

開催中
▼
1/13
（月・祝）

1/18
（土）
・
2/22
（土）
・
3/15
（土）

県内の愛好家が大切に心込めて育て上げた約500

鉢の洋ランが美しさを競いあう

●場所：水生植物公園みずの森（草津市下物町１０９１）

●時間：９：３０～１６：００（入園は１５：３０まで） 

●料金：大人３００円 高大生２５０円 小中生１５０円

●問い合わせ：水生植物公園みずの森/０７７‐５６８‐２３３２

滋賀洋らんフェスタ2014草　津

長浜城に初詣長　浜

新春を寿ぐ資料の展示

●場所：長浜市長浜城歴史博物館（長浜市公園町１０‐１０） 

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

●料金：一般４００円 小中生２００円　※長浜市・米原市の小中生は無料　

●問い合わせ：長浜市長浜城歴史博物館/０７４９‐６３‐４６１１

開催中
▼
1/23
（木）

開催中
▼
1/26
（日）

●場所：蒲生郡竜王町山之上６５２６

●時間：９：００～１７：００

●定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）

●田園資料館入場料：大人２００円 子ども１００円

●駐車場：１００台（無料）

●問い合わせ：０７４８‐５７‐１３１１

金勝の庄総社 
大野神社
●場所：栗東市荒張８９５

●参拝時間：９：００～１８：００ごろ

●拝観料：無料

●問い合わせ：０７７‐５５８‐０４０８

馬が鈴を大切そうに抱えている「馬

勝った守」は、「大事なものを守る」と

いう願いが込められたお守り。

ストラップ部分の組みひも（ふさ）

は、馬の尻尾に見立てている。

ヒノキで作られた絵馬に、中央競

馬のサラブレッドが実際に着けて

いた蹄鉄を付けた特製絵馬。蹄

鉄は馬のひづめに合わせている

ので、よく見ると一つ一つ形が違う。

絵柄はサラブレッドの焼印、ジョッ

キー少女、少女、無地の４種類ある。

金勝山 金勝寺
　本坊　●場所：栗東市荒張１３９４

　　　　　　●問い合わせ：０７７‐５５８‐２９９６

　里坊　●場所：栗東市荒張６７１‐１

　　　　　　●問い合わせ：０７７‐５５８‐００５８

●参拝時間：９：００～１７：００（１２～３月は１６：３０まで）

●拝観料：５００円

●場所：甲賀市甲南町

　　　　　　　新治６９６

●時間：９：００～１８：００

●定休日：年中無休

●料金：入場無料

●問い合わせ：

　　０７４８‐８６‐３３４１

モモ：ふれあいどう

ぶつえんのボス的

存在！ 気だけは若

いおばあちゃん

●場所：甲賀市信楽町神山２０７７

●時間：１０：００～１７：００

●定休日：年中無休

●料金：入場無料

●問い合わせ：０７４８‐８２‐２００７

●場所：蒲生郡日野町西大路８４３

●時間：１０：００～１７：００

●定休日：水・木曜日

●料金：大人（中学生以上）４００円

　　　　　　　子ども（４歳～小学生）無料

●問い合わせ：０７４８‐５２‐２６１１

※時間・定休日・料金は１２～２月末のもの

県内で馬と出合えるスポットをご紹介♪

触れ合って楽しめば、今年の運気がアップするかも!?

★muccamucca…イタリア語で乳牛のこと…イタリア語で乳牛のこと

滋賀の馬にあいに行こう！滋賀の馬 いいあいあい 行行 う滋賀の馬にあいに行こう！
午年に勢ぞろい

う まう ま

昨年２月にオープンし

た、栗東市の「カフェ ダ

イニング とろりん」は

オーナー・冨田紘彦さん

が栽培する自然薯を使っ

た料理を提供している。

今回紹介するのは

　【じねんじょとろろ蕎麦】

 （980円）

自然薯は胃に優しく、滋養強壮

に効果があるといわれている。

おもちのように粘りが強く、ほんのり

土の香りがする。これに自家製のそ

ば汁を混ぜてそばをつけていただく。

「10月から３月ご

ろまでが収穫時

期なのでぜひ味

わってください。

採れたての自然

薯も販売していま

※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

す」と女将の渡邊明子さん。

ほかにも、「麦とろ飯」（800円）や「まぐ

ろ漬けとろろ丼」（1200円）、「近江牛カ

レー 自然薯入り」（800円）が人気だ。

自然薯料理を中心とした会席料理や

自然薯入りのちゃんこ鍋もある（要予

約）。（取材・鋒山）

カフェダイニング

とろりん

とろとろ～りと味わうわう
地元地元で採れたれた自然薯料理自然薯料理
とろとろ～りと味わうわう
地元地元で採れたれた自然薯料理自然薯料理

●栗東市御園２６４ ●ＴＥＬ：０７７‐５５８‐１１６６

●定休日：火曜日　※不定休あり

●時間：１１：００～２０：００（Ｌ.Ｏ.１９：３０）

●駐車場：あり

http://www.tororin.jp
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締め締め切り日
必着です!!着です!!
締め切り日
必着です!!

〒523-0893
近江八幡市桜宮町294ＹＰ１ 株式会社ヤマプラ
滋賀ガイド・Ｏｈ！Ｍｅ編集室
Ｏｈ！Ｍｅ497号プレゼント係

プレゼント希望内容、名前（フリガナ）、郵便番号・
住所、電話番号、性別、年齢、オススメのお店・施設、
Oh!Meへのご意見、ご感想をお寄せください。
はがき１枚につき一つの応募となります。
当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

今週のプレゼントプレゼント今週の
インターネット・はがきで応募!!

www.gaido.jp/info/present.php
インターネットは……

※Oh!Me1部につき、
　　　1グループ１個まで

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

手作りジャム
プレゼント

有効期限 2014/2/28まで

体験交流型農業公園 
アグリパーク竜王アグリパーク竜王

竜
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ガロトボーイ：

今年29年目のお

じいちゃん。

わがままで、外に

出ると寝ている。

ご飯が大好き

リ リ ー：おてんば、やんちゃ、

　　　　 人懐っこい

アグリン：おっとり、どっしり、

　　　　 かしこい

甲
賀

有限会社 成田牧場

成田ふれあい牧場成田ふれあい牧場

牧羊犬のユパが場内を

案内してくれることも！
日
野

滋賀農業公園

ブルーメの丘ブルーメの丘

ライス：やんちゃ、走るのが好き

ク　ロ：マイペース、お散歩が好き

甲
賀

山田牧場

muccamuccaの丘の丘

アンドレ：とてもおとなしい

サイチョウ：

比叡山出身で以前は

背中に人を乗せていた

ので人慣れしている

２
頭
は

い
つ
も
一
緒
♪

２
頭
は

い
つ
も
一
緒
♪

あ
～
ん

あ
～
ん

特製蹄鉄絵馬 １体3,000円
【ご利益】

開運招福、除災招福、心願成就、商売繁盛など

特製蹄鉄絵馬 １体3,000円
【ご利益】

開運招福、除災招福、心願成就、商売繁盛など

▲サラブレッド絵馬 

１体500円

▲サラブレッド絵馬 

１体500円

▲干支祈願だるま　１体1,000円

馬勝った守 １体 500円馬勝った守 １体 500円
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