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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

★豊郷・彦根（豊郷小学校旧校舎群など）
　　　　　　　　　　　　でロケ敢行！！
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僕は
友達が少ない
２/１（土）ロードショー

伊藤 聡子伊藤 聡子

ケンドーコバヤシ、宮川大輔ケンドーコバヤシ、宮川大輔
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特別講演会 地域から日本を変える！ 守　山

「日本の元気を取り戻す鍵は、地域経済の活性化」。地域に根

差した独自の活動に取り組む人びとやビジネス事例、地域をイ

キイキと輝かせるヒントを、数多くの取材をもとに話す

【講師】フリーキャスター伊藤聡子氏

　　  （テレビ情報番組「ひるおび！」コメンテーター）

●場所：ラフォーレ琵琶湖（守山市今浜町十軒家２８７６） 

●時間：１６：００～１７：３０ ●料金：入場無料

●定員：１００人（先着順）

●申し込み・問い合わせ：守山商工会議所/０７７‐５８２‐２４２５

2/7
（金）

2/9
（日）

2/1
（土）

宮川大輔×ケンドーコバヤシ トークライブ
あんぎゃー

野　洲

うわさの全国ツアーが野洲で開催決定！

【出演】宮川大輔、ケンドーコバヤシ

●場所：野洲文化ホール（野洲市小篠原２１４２）

●開演：１９：００（開場：１８：３０） 

●料金：前売り２,８００円（当日５００円増） ※全席指定

●備考：１８歳未満入場不可 ※高校生不可

●問い合わせ：野洲文化ホール/０７７‐５８７‐１９５０

3/5
（水）

バルーンショーや宝探し、猪汁のふるまいなど、雪遊び

が満喫できるイベント

●場所：朽木スキー場（高島市朽木宮前坊１８０‐１）

●時間：１０：００～ 

●料金：入場無料（一部体験は有料） ※駐車代が別途必要

●備考：【同時開催】宝牧場スキー大会 ※参加募集は終了済み

●問い合わせ：グリーンパーク想い出の森/０７４０‐３８‐２７７０

くつき雪まつり 2014高　島

能をわかりやすく楽しみながら鑑賞できる

【第1部】謡仕舞の発表 【第2部】着付実演・能楽解説 

【第3部】能「羽衣」

●場所：文化産業交流会館 小劇場（米原市下多良２‐１３７）

●開演：１３：００（開場１２：３０） 

●料金：前売り１,５００円（当日５００円増）※全席自由

●問い合わせ：文化産業交流会館/０７４９‐５２‐５１１１

平成25年度県民企画提案事業 能楽鑑賞
能装束着付実演と能「羽衣」

米　原

開催中
▼
2/16
（日）

さまざまな縁起物、吉祥文様の創作押絵と八幡瓦（鬼瓦）

を展示

●場所：かわらミュージアム（近江八幡市多賀町７３８‐２）

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで） 

●料金：大人３００円  小中生２００円　

●休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）

●問い合わせ：かわらミュージアム/０７４８‐３３‐８５６７

新春かわらミュージアム企画展 め（愛）でたい 
～創作押絵と八幡瓦（鬼瓦）がおりなす「美」～

近江八幡

木工・川口なおこ×フェルト・ウエノミホコ
「優しい食卓」

彦　根

食卓を共に囲む木工とフェルトの作品を展示

●場所：＆Ａｎｎｅ（彦根市中央町４‐３５） 

●時間：１０：３０～１８：００　●料金：鑑賞無料　

●定休日：水・木曜日　●備考：在廊日は２/８（土）

●問い合わせ：＆Ａｎｎｅ/０７４９‐２２‐５２８８

1/31
（金）
▼
2/11
（火・祝）

長浜盆梅展と

共通パスポート

あり!!

カフェカフェ
＆

ランチランチ

東近江市の永源寺中学校

近くにある「カフェ＆クラ

フトギャラリー Alluboccio」

は、喫茶と工芸が楽しめるお

しゃれな店。

おすすめは「月替わりコー

ヒー」（450円）「ゆず茶」（380円）

「白いいちごミルク」（500円）などだ

が、今回とくにおすすめしたいのは

　「日替わりランチ」（950円）

この日のメニューは「ポークの甘酢

あんかけ」と「サーモンのベアルネー

ズ焼き」がメーンで、スープ、雑穀米、

サラダ付き。野菜はいずれも地元

産で低脂肪、ノンオイルに配慮して

おり、箸を持参すれば30円引き。こ

のほか「自家製ムルギーカレーライ

※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

ス」（980円）、「アルボッチョ風ロコモ

コ」（980円）なども人気だ。店内では

地元で作られた工芸品や雑貨も販売

していて、ライブやクラフト教室も定

期的に開かれている。

「プチ隠れ家として、のんびりした時間

をお楽しみください」と店主の山田佳

史さん。（取材・前川）

カフェ＆クラフトギャラリー

Alluboccio
ア 　 ル 　 ボ 　 ッ 　 チ 　 ョ

カフェ、ランチ、雑貨カフェ、ランチ、雑貨で
― ゆったり― ゆったりしたしたひとときひとときを ― ―
カフェ、ランチ、雑貨カフェ、ランチ、雑貨で
― ゆったり― ゆったりしたしたひとときひとときを ― ―

東近江市　カフェ＆クラフトギャラリー 東近江市　カフェ＆クラフトギャラリー AlluboccioAlluboccio

●東近江市山上町３６４７‐４ ●ＴＥＬ：０５０‐５８０２‐９８０８

●定休日：火曜日　※臨時休業あり　●駐車場：７台

●時間：１１：００～１８：００（Ｌ.Ｏ.１７：３０）、
　　　　　　 ディナーは１８：００～（予約制）

★２、３月ごろに「サンドブラスト体験」「コサージュ試作レッスン」予定

ア ル ボ ッ チ ョ
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※Oh!Me1部につき1グループまで有効

Oh!Me持参で食事された方
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有効期限 2014/2/28まで

す　   な　   いかのう　しょう  じゅ　あん

盆梅展では推定樹齢300年の老木を含め、見ごろにあ

わせて厳選した盆梅約120鉢を展示。おもと展では

145鉢を展示し、日本のわびさびの世界を紹介する

●場所：グリーンパーク山東内 すぱーく山東（米原市池下８０‐１）

●時間：９：３０～１７：００（入場は１６：３０まで）

●料金：大人４００円 中高生２００円 小学生以下無料

●定休日：期間中無休　

●問い合わせ：グリーンパーク山東/０７４９‐５５‐３７５１

彦 根

6万3000坪の広大な丘陵地にある園内で、約1000本

の「城州白梅」が楽しめる

●場所：叶 匠壽庵　寿長生の郷（大津市大石龍門４‐２‐１）

●時間：１０：００～１７：００　●休園日：３月は無休

●料金：入園無料 
　　　　　　　　※梅まつり期間中は駐車料金（１,０００円）が必要、
　　　　　　　　　　ただし期間中寿長生の郷で使用できる１,０００円分の金券を進呈

●備考：３/８（土）～２３（日）梅まつり開催

　　　　　　　詳細：http://www.sunainosato.com/news/2366
●問い合わせ：叶 匠壽庵　寿長生の郷/０７７‐５４６‐３１３１

３月
中旬
▼
4月
上旬

彦根城の梅林
彦根城内にある約400本の梅林

で、紅梅や白梅が楽しめる

●場所：彦根城内（彦根市金亀町１‐１）

●時間：８：３０～１７：００

●料金：大人６００円　小中生２００円 小学生未満無料

●休園日：なし

●問い合わせ：彦根城管理事務所/０７４９‐２２‐２７４２

野 洲
２月
下旬
▼
3月
上旬

近江富士花緑公園の梅林
園内にある里の家から希望が丘文化公園へと続く散策

コースに紅梅や白梅の梅林がある

●場所：近江富士花緑公園（野洲市三上５１９）

●時間：９：００～１７：００　●料金：入園無料

●休園日：月曜日（祝日の場合は翌日）

●問い合わせ：近江富士花緑公園/０７７‐５８６‐１９３０

大通寺あせび展
鈴蘭に似た壺型の小花を房状につける「馬酔木」の

盆栽展。赤、白、ピンクの約100鉢が展示される

●場所：大通寺（長浜市元浜町３２‐９）

●時間：９：００～１６：３０　

●料金：大人５００円 中学生１００円 小学生以下無料

●定休日：期間中無休

●問い合わせ：長浜市観光振興課/０７４９‐６２‐４１１１

大 津
３月
初旬
▼
3月
下旬

叶 匠壽庵  寿長生の郷の梅林

米 原
開催中
▼
3/1０
（月）

第32回 鴨の里盆梅展と
　　　 幸福をよぶおもと展

長 浜
開催中
▼
3/1０
（月）

2/8
（土）
▼
4/20
（日）

第63回 長浜盆梅展
1952年に始まった日本一の盆梅展。樹齢400

年を越す古木や2㍍以上もある盆梅など、ほかで

は見られない名木が数多く展示される

●場所：慶雲館（長浜市港町２‐５）

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

●料金：大人５００円　小中生２００円　小学生未満無料

●休館日：期間中無休

●備考：２/８（土）～３/９（日） 夜間ライトアップを実施
　　　　　　 期間中は入館時間を２０：００まで延長

●問い合わせ：長浜市観光振興課/０７４９‐６２‐４１１１

冬来たりなばたりなば、春遠からじからじ

冬来たりなば、春遠からじ冬来たりなば、春遠からじ

梅のつぼみつぼみ梅のつぼみつぼみに胸さわぎ胸さわぎ梅のつぼみつぼみに胸さわぎ胸さわぎ
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