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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/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

守山小

守山高

守山
銀座西

菜々café

平和堂

元町

元町南

2

中
山
道

すこやか通り
守山
市役所

東門院
卍

中村歯科
医院

泉町

守
山

至
野
洲

←

至
栗
東→

J
R
東
海
道
線

白ゆき姫
殺人事件

噂話や妄想がいつのまにか

本当の話になっていく…

誰もが呑み込まれる

“ゴシップエンターテインメント”!!

3月29日（土）
ロードショー

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

©2014「白ゆき姫殺人事件」製作委員会　
©湊かなえ/集英社
©2014「白ゆき姫殺人事件」製作委員会　
©湊かなえ/集英社
©©
©©

彦根市  ひこね亀樂車

「ひ
こね亀樂車」

「ひ
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「ひ
こね亀樂車」

で巡る 春の彦根で巡る 春の彦根で巡る 春の彦根で巡る 春の彦根

なかむらてつ   や

かめ

「クラブサンドBOX」1100円
写真はスープセット（＋300円）
「クラブサンドBOX」1100円
写真はスープセット（＋300円）
「クラブサンドBOX」1100円
写真はスープセット（＋300円）

「ランチBOX」
800円

「ランチBOX」
800円

「ランチBOX」
800円

上映案内上映案内
www.gaido.jp/0www.gaido.jp/0010www.gaido.jp/0010 春爛漫♪ 桜を見にいこう！春爛漫♪ 桜を見にいこう！

ひこね亀樂車 /０90－8239－7855
http://hikonekirakusya.com

●問い合わせ●

企画展 滋賀県有形民俗文化財追加指定記念

「朽木の木地屋用具と製品」
高　島

2014年1月に追加指定された木地屋製品を展示

●場所：朽木資料館（高島市朽木野尻４７８‐２２）

●時間：９：００～１６：３０ ●料金：入館無料

●休館日：月・火曜日、祝日 ※５/５（月・祝）は開館

●備考：常設展示「朽木の歴史にふれる 朽木陣屋と木地師の紹介」

●問い合わせ：朽木資料館/０７４０‐３８‐２３３９　

3/29
（土） 4/6

（日）

4/5
（土）
・
4/6
（日）

開催中
▼
5/6
（火・休）

開催中
▼
5/25
（日）

びわ湖・アート・フェスティバル2014（BAF2014）大　津

春の琵琶湖の風物詩！さまざまなジャンルのアートが一堂に会するビッグイベント

●場所：びわ湖ホール（大津市打出浜１５‐１） 

●時間：１１：００～２０：００ ●料金：プログラムによって異なる（無料公演あり） 

●備考：【プレイベント】３/２８（金）１８：００～２１：００

●問い合わせ：しがぎん経済文化センター/０７７‐５２６‐０００５

　　　　　　　　　　http://baf2014.com 

3/29
（土）

国際情報高等学校 吹奏楽部  第20回定期演奏会草　津

第1部：シンフォニックステージ　花の香、アストロラーベ 他

第2部：企画ステージ　Let’s study Festival！

第3部：ポップスステージ《ベストヒット20祭！》

●場所：しが県民芸術創造館（草津市野路６‐１５‐１１） 

●開演：１８：３０（開場：１８：００） ●料金：入場無料

●問い合わせ：国際情報高等学校 吹奏楽部（顧問・越出）/０７７‐５５４‐０６００ 

ラ・フォル・ジュルネびわ湖2014 守山プレイベント

ルシオール アート キッズフェスティバル
守　山

アート体験コーナーや、プロの演奏家による演奏など

子どもも大人も楽しめるプログラムが盛りだくさん

●場所：【ウイーンとプラハ～音楽の都へ～】守山市民ホール（守山市三宅町１２５）

　　　　　　　【キッズ・アート体験プログラム】立命館守山中学校・高等学校（守山市三宅町２５０） ※４/６のみ

●時間：１０：００～１９：１０　※立命館守山中学校・高等学校は１０：００～１６：００（受付：９：３０～）

●料金：プログラムによって異なる（無料公演あり） 

●備考：一部の有料公演のみ３歳未満入場不可

　　　　　　　【前日祭「ルシオールまちなか熱狂音楽祭」】

　　　　　　　４/５（土）１２：００～　あまが池親水緑地公園（守山市吉身３‐１１‐４３） 

　　　　　　　【前日祭「市民ホールプログラム」】４/５（土）１３：００～　守山市民ホール

●問い合わせ：守山市文化・スポーツ課/０７７‐５８２‐１１６９

セシリアシンガーズ ファミリーコンサート
春のよろこび

甲　賀

【曲目】春の小川、うぐいす、ほんとにきれい、Ｂｅｌｉｅｖｅ、 

気球に乗ってどこまでも、手紙～拝啓十五の君へ～　他 

●場所：碧水ホール ロビー（甲賀市水口町水口５６７１） 

●開演：１４：００（開場：１３：３０） ●料金：１,０００円

●問い合わせ：音楽の木/０７７‐５８２‐４７１２ 

写真展　竹生島ものがたり ～不思議な小宇宙～長　浜

毎日新聞滋賀面で連載中の「人とホトケのものがたりⅡ」の記事と、

竹生島やその周辺を撮影した未掲載を含む25点の写真を展示

●場所：慶雲館新館（長浜市港町２‐５）

●時間：９：３０～１７：００ ●料金：入館無料

●問い合わせ：長浜観光協会/０７４９‐６５‐６５２１
彦根城周辺を拠点に活動している人力車

「ひこね亀樂車」が人気だ。

「亀樂車」とは、亀のようにゆっくり楽しく

走る車という意味。

人気のコースは彦根散策30分コース（２

人乗り6000円）。彦根城表門橋の前から

夢京橋キャッスルロードを回り、彦根城

周辺を巡るコースで、ヴォーリズ建築の

旧滋賀大外国人教師宿舎やスミス記念

堂、彦根城天守閣を楽しむことができる。

美しい景色だけでなく、ユーモアたっぷ

りの俥夫の話も楽しい。

「人力車は目線が高く、乗り心地も

抜群です。一味違った彦

根が楽しめますよ」と俥夫

の中村哲也さん。

４月１日～20日までは、予約すると和菓

子がもらえる「得々パック」もある。
（取材・前川）

こちらもオススメ! !
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www.gaido.jp/cafe詳しくは ※価格は税込みです。www.gaido.jp/cafe詳しくは ※価格は税込みです。

な　な　カフェ

守山市の成人病センター近くにある「サン

ドイッチのお店  菜々café 」は、手作りサ

ンドイッチがいただける店。

一番人気は「クラブサンド」（850円）。テ

リヤキチキンやベーコン、卵などが２段

重ねになっていてボリューム満点だ。

テークアウト用のランチBOXは１人分から大人

数用まで対応できるよう取りそろえている。

天気の良い日はオープンカフェが利用できる。青

空の下でほおばるサンドイッチの味はまた格別。

毎月第４土曜日の「もりやまポンテリカ」、毎月17日

の「門前アート市」、毎月第２日曜日の「滋賀がいいも

ん市」（栗東市）にも出張出店している。（取材・安積）
主なMenu主なMenu
★ランチＢＯＸ（ドリンク付き）…………………８００円
全粒ドッグパン（３種）：カリカリベーコン＆トマト、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テリヤキチキン、特製たまご

★クラブサンドＢＯＸ（温野菜・ドリンク付き）…１１００円
全粒クラブサンド（２種）：ベーコン＆チーズ＆たまご、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テリヤキチキン＆トマト

※スープセットは＋３００円

守山市　サンドイッチのお店  菜々café

サンドイッチを持って出掛けよう！サンドイッチを持って出掛けよう！

サンドイッチのお店　
　菜々 café
●守山市守山４‐６‐１８ ●定休日：不定休 

●時間：９：３０～１６：３０ ●駐車場：４台

●ＴＥＬ：０７７‐５１４‐０１００

な 　な  カ フ ェ

な 　な  カ フ ェ

八幡堀（近江八幡市）
見ごろ：４月上旬～４月中旬

　　びわ湖バレイ（大津市）
見ごろ：４月上旬～４月中旬

永源寺ダム（東近江市）
見ごろ：４月中旬～４月下旬

しんあさひ風車村（高島市）
見ごろ：３月下旬～４月上旬

ぼう こざくら

しゃ  ふ

き  らく しゃ

山へ水辺へ、桜を楽しみに出か

けよう♪開花中に行われるイベ

ントも要チェック!!

琵琶湖を望む「望湖桜」と呼ばれる、駐車場エ

リアの1,500㍍にわたる桜並木が楽しめる。

4/5（土）～20（日）まで、和太鼓ショーや出店、

餅つきなどを行う「さくら祭り」が開かれる

●場所：大津市木戸１５４７‐１

●時間：平日９：３０～１７：００、

　　　　　　　土日祝日９：００～１７：００

●料金：入場無料、

　　ロープウェイ（往復）：大人１,９００円、小学生９００円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　幼児（３歳以上）５００円

※さくら祭り期間中は１,９００円→１,０００円に！

●定休日：年３回　 ４月下旬、６月下旬、

　　　　　　　　　　　　　　　 １１月下旬～１２月中旬

●問い合わせ：びわ湖バレイ/０７７‐５９２‐１１５５

しんあさひ風車村の前を通る湖周道路「風車街道」に、約

6㌔にわたって植えられているソメイヨシノが楽しめる。

４/13（日）には「風車村さくら祭り」があり、湖岸さくら

ウォーキングやコンサートなどが開かれる

●場所：高島市新旭町藁園３３

●時間：９：００～１７：００　●料金：入場無料 ●定休日：不定休

●問い合わせ：しんあさひ風車村/０７４０‐２５‐６４６４

※「風車村さくら祭り」の問い合わせは

　　　風車村さくら祭り実行委員会（ＴＥＬ：０７４０‐２５‐０７０８）まで

ダムの周辺道路約10㌔にわたって桜が植え

られている。天気の良い日は水面に映る桜

も見もの

●場所：東近江市永源寺相谷町　他

●問い合わせ：東近江市観光協会

　　　　　　　　　　　/０７４８‐４８‐２１００

ノスタルジックな街並みと遊歩道の桜

並木が楽しめる。お堀沿いには、カフェ

や土産店もあるので、散策途中に立ち

寄るのもおすすめ

●場所：近江八幡市宮内町周辺

●問い合わせ：近江八幡観光物産協会

　　　　　　　　　　　/０７４８‐３２‐７００３

■ちょい乗りコース

　【１０分】１人 １,０００円 ２人 ２,０００円

■彦根散策コース

　【３０分】１人４,０００円 ２人 ６,０００円

　【４０分】１人５,０００円 ２人 ８,０００円

　【６０分】１人７,０００円 ２人１２,０００円

■得々パック　※４/１～２０まで

 人力車１台・２人乗り、

 和菓子２個付き

　・３０分コース…　６,０００円

　・４５分コース…　８,０００円

　・６０分コース…１０,０００円

▼「得々パック」の予約状況はこちら▼

http://kiraqnet.s2.weblife.me
                  /tokutoku.html

（　　　　　　　　　　　　　　　　）


