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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

優勝おめでとう優勝おめでとう10/17（金）
第6１回滋賀県中学校秋季総合体育大会
全県大会 団体・個人1位一覧
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週替わり
シネマ歌舞伎

「野田版 鼠小僧」

黒滝の太鼓踊り黒滝の太鼓踊り黒滝の太鼓踊り

問い合わせ
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草津宿本陣近くにある「ベーカ

リー＆カフェ   脇本陣」では、毎朝

50種類近くの焼きたてパンが店

頭に並ぶ。

売り場の奥にあるモダンなカフェ

では、モーニングやランチがい

ただける。

今回紹介するのは

　【デミグラスソースで
　　かるく煮込んだハンバーグ】
　　　　　　　　　　　（980円）
　※焼きたてパン食べ放題、
　　サラダ、ドリンク付き

軟らかいハンバーグに、濃厚なデミグ

ラスソースととろとろのチー

ズがかかっている。

パンは日替わりで、クロワッサ

ンやライ麦パンなど約８種類。

そのまま食べても、ソースに

付けて食べてもおいしい。

他にも、パスタやカレーなど

のランチメニューがあり、ど

●草津市草津２‐７‐３０　

●ＴＥＬ：０７７‐５６７‐０７７８

●駐車場：なし ●定休日：日曜日

●時間：【モーニング】 ９：００～１１：００

　　　　　　　【ラ ン チ】１１：００～１４：００

　　　　　　　【カ フ ェ】１４：００～１７：００

※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

れもパンの食べ放題とドリン

クが付いて980円。

「今年５月からメニューを一新しまし

た。お庭を眺めながらゆったりくつろ

いでください」と店長の吉田潤平さん。

座敷や大広間があるので、小さな子ど

も連れでも安心だ。この店で購入し

たパンを持ち込むと、ドリ

ンクメニューが50円引き

になる。（取材・福本）

焼きたてパンが
食べ放題のランチ
焼きたてパンが
食べ放題のランチ
焼きたてパンが
食べ放題のランチ

第56回 近畿・東海・北陸ブロック

民俗芸能大会
第56回 近畿・東海・北陸ブロック

民俗芸能大会
甲賀市と長浜市から２団体が出場甲賀市と長浜市から２団体が出場

１３年ぶりに滋賀で開催!１３年ぶりに滋賀で開催!１３年ぶりに滋賀で開催!

ベーカリー＆カフェ

 脇本陣
ベーカリー＆カフェ

 脇本陣
わ き ほ  ん  じ  ん

アトリエ Dear Friends
トールペイント作品展 ～赤毛のアンの世界～

東近江

講師と生徒による作品40点を展示

●場所：アトリエ Ｄｅａｒ Ｆｒｉｅｎｄｓ ギャラリー

　　　　　　（東近江市佐野町６７４）

●時間：１０：００～１７：００ ●料金：入場無料

●定休日：水・日曜日（日曜オープン日もあり）

●問い合わせ：アトリエ Ｄｅａｒ Ｆｒｉｅｎｄｓ/０７４８‐４２‐２９９５

菊花展

近江下田焼“干支”絵付け体験湖　南

湖南市の伝統工芸品「近江下田焼」のお皿に来年の干支

「ひつじ」を絵付け。2会場で開催

●場所：①湖南市伝統工芸会館（湖南市岩根１６５６） ②こなんマルシェ（湖南市三雲２２０）

●時間：①１０：００～１６：００　②１０：００～１７：００ ※要事前申し込み（１１/１～）

●定休日：①月・火曜日　②火曜日 ●料金：１枚５００円（サイズ１８㌢・６寸）

●申し込み・問い合わせ：湖南市伝統工芸会館/０７４８‐７２‐７４４４

レイカグリーン2７の菊作り同好会が育てた

「盆栽菊」や「福助菊」を展示

●場所：野間清六邸（近江八幡市永原町上１２）

●時間：１０：００～１６：００（４日は１２：００から） 

●料金：入場無料　●備考：コーヒー、お抹茶の販売あり

●問い合わせ：しみんふくし滋賀/０７４８‐３１‐３０５８ 

近江八幡

華の草津宿本陣 草　津

大輪仕立ての嵯峨菊などの菊花を表板間や

白洲・玄関広間などに展示

●場所：草津宿本陣（草津市草津１‐２‐８）

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

●料金：大人２４０円 高大生１８０円 小中生１２０円　

●備考：１１/７（金）･８（土）「草津街あかり・華あかり・夢あかり」開催

　　　　　　　１８：００～２１：００（入館は２０：４５まで）の間は入館無料、夜間ライトアップ実施

●問い合わせ：草津市観光物産協会/０７７‐５６６‐３２１９
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びわ湖こどもの国「文化祭」 高　島

演奏会やもちつき体験、おはなし会など

●場所：びわ湖こどもの国 （高島市安曇川町北船木２９８１）

●時間：１２：００～（イベント内容による） 

●料金：入園無料（別途駐車料５００円が必要）※有料イベントあり

●問い合わせ：びわ湖こどもの国/０７４０‐３４‐１３９２

第29回 こだままつり大　津

障がいのある人へ地域の支援の輪を広げるための福祉まつり。

ステージ、模擬店、遊びコーナー、チャリティーバザーなど内容盛りだくさん

●場所：滋賀大学教育学部附属 特別支援学校グラウンド

　　　　　　　　（大津市際川３‐９‐１） 

●時間：９：５０～１５：００ ※雨天決行 ●料金：入場無料

●備考：公共交通機関の利用が望ましい

●問い合わせ：こだままつり実行委員会/０９０‐８１６２‐４８９７

11/1
（土）

祝２６歳！ドウタクくんのお誕生会野　洲

野洲市の観光ＰＲキャラクター「ドウタクくん」は１１月１日生まれ

で、今年で26歳！友だちのご当地キャラも集まって楽しくお祝い！

●場所：銅鐸博物館研修室（野洲市辻町５７‐１） 

●時間：１５：００～１６：００  ●料金：入場無料　●定員：先着１１０人 

●問い合わせ：野洲市観光物産協会/０７７‐５８７‐３７１０ 

よし  だ じゅんぺい

わきほんじん

上映案内上映案内 www.gaido.jp/0www.gaido.jp/0010www.gaido.jp/0010

※Oh!Me1部につき１グループ２人まで有効
   ランチをご注文の方に限る

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

パン一つ
(130円以内)

プレゼント

有効期限 2014/12/31まで

下余呉の太鼓踊り下余呉の太鼓踊り下余呉の太鼓踊り

11月９日（日）、甲賀市のあいこうか市民ホールで

「第56回 近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会 滋

賀大会」が開かれる。今年は６府県７団体が出場。

県内で開かれるのは13年ぶり。

滋賀は太鼓踊りが盛んで、甲賀市の「黒滝の太鼓

踊り」は青年男子によるダイナミックな棒振りが見

どころ。長浜市の「下余呉の太鼓踊り」は、華やか

な衣装をまとった子どもたちが出場する。

「伝統を次世代に継承する若者や子どもの活躍をぜひご

覧ください」と県教育委員会文化財保護課の矢田さん。

開演前に祭囃子などが体験できるワークショップも行

われる。（取材・原田）

滋賀県教育委員会事務局 文化財保護課/０７７-５２８-４６７２

　
●男子/水口

●女子/志賀
●総合/日吉

●１年100㍍/橋本浩志（日吉）
●２年100㍍/伊藤大和（高穂）
●200㍍/石塚友貴（八幡西）
●400㍍/相良深（瀬田北）
●800㍍/児玉一樹（長浜西）
●１年1500㍍/西田歩（日吉）
●２年1500㍍/岩田直人（南郷）
●3000㍍/平尾壮太（城山）
●110㍍Ｈ/高橋颯（水口）
●１年４×100㍍/長浜北　
　　　　　　　　　廣井ユウジ、中川大和、

　　　　　　　　　小林熙、川村悠規

●４×100㍍/彦根中央
　　　　　　　　　松本皐佑、小山悠太、

　                            　夏川翔、野村僚真

●走高跳/北中裕也（甲南）
●棒高跳/中瀬龍希（城山）
●走幅跳/浦谷寛愛（能登川）
●三段跳/北浦謙吾（日野）
●砲丸投/中村涼汰（中主）
●円盤投/安岡大生（守山南）

　
●１年100㍍/杉江美香（瀬田）
●２年100㍍/壹岐あいこ（南郷）
●200㍍/福林春香（南郷）
●800㍍/武田愛生（市立守山）
●1500㍍/山根実那子（甲西北）
●100㍍Ｈ/中治衣理（粟津）
●１年４×100㍍/高穂　
　　　　　　　　　宮地絵莉菜、長谷海音、

　　　　　　　　　前田紗穂、川路萌恵

●４×100㍍/南郷　
　　　　　　　 髙谷真子、森田もえ、

　　　　　　　 福林春香、壹岐あいこ

●走高跳/柴田千暉（日吉）
●走幅跳/古野あすか（双葉）
●砲丸投/田中ゆきね（志賀）
●円盤投/池田笑愛（彦根東）

●男子・団体/栗東
●男子・個人総合/
　　　表慎一郎（守山南）
●男子・ゆか/村田一真（草津）
●男子・跳馬/村田一真（草津）
●男子・鉄棒/表慎一郎（守山南）
●男子・鞍馬（奨励種目）/表慎一郎（守山南）

●女子・団体/栗東西
●女子・個人総合/深沢こころ（船岡）
●女子・跳馬/四方麻奈加（葉山）
●女子・平均台/深沢こころ（船岡）
●女子・ゆか/深沢こころ（船岡）
●女子・段違い平行棒（奨励種目）/
　　　　　　　　　　深沢こころ（船岡）

●個人総合/村井紀沙（滋大附）
●ロープ/村井紀沙（滋大附）
●フープ/村井紀沙（滋大附）

●男子/Ａ：彦根東　　　Ｂ：鳥居本
　　　 Ｃ：彦根南　　　Ｄ：八幡東
●女子/Ａ：立命館守山　Ｂ：多賀

●男子/立命館守山、長浜南（同率優勝）

●男子/瀬田北

●男子/彦根南
●女子/伊吹山

●男子・団体/
   瀬田北
●男子・シングルスカル/長谷川加偉（瀬田北）
●男子・ダブルスカル/井上諒哉、
　　　　　　　　  　連功樹、（瀬田北）
●男子・舵手付クオドルプル/今津
　　　　　　大道敏雄貴、岡本航太朗、

　　　　　　前川泰輝、古谷龍之介、舩野大翔

●女子・団体/瀬田北
●女子・シングルスカル/松田優多（瀬田北）
●女子・ダブルスカル/橋本知佳、
　　　　　　　　　  辻千夏（今津）
●女子・舵手付クオドルプル/瀬田
　　　　　　井村咲瑛、山元心、濱口椎奈、

　　　　　　杉浦愛美、大江ほのか　

●男子・団体/栗東西
●女子・団体/彦根東

●男子・団体/立命館守山
●男子・シングルス/小路博隆（日枝）

●女子・団体/立命館守山
●女子・シングルス/三和真奈子（高穂）
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第56回 
近畿・東海・北陸ブロック
民俗芸能大会  滋賀大会
●場所：あいこうか市民ホール
　　　　　　　（甲賀市水口町水口５６３３）

●開演：１２：３０（開場１２：００）

●料金：入場無料　※全席自由

　　　　　　　（優先的に入場できる整理券配布中）

ワークショップ
日野町の日野曳山祭の

祭囃子の実演・お囃子体験

竜王町のケンケト祭の実演など

■場所：あいこうか市民ホール

　　　　　　　ホワイエ

■時間：１１：３０～ ■料金：参加無料

プレイベント
「滋賀県民俗文化財
　保護ネットワーク
　   交流フォーラム」
■場所：甲賀市碧水ホール

　　　　　　　（甲賀市水口町水口５６７１）

■時間：１４：００～１７：００ 

■料金：参加無料

11/9
●日

11/9
●日

11/8
●土甲賀市  あいこうか市民ホール

・西川の大踊り（奈良県十津川村）
・住吉の御田植  住吉田植踊
　　（大阪市住吉区）
・敷地天神蝶の舞（石川県加賀市）
・下余呉の太鼓踊り（長浜市）
・越中五箇山麦屋節（富山県南砺市）
・小木田の棒の手（愛知県春日井市）
・黒滝の太鼓踊り（甲賀市）


