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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

しがぎんホール （大津市）

11/18（火）
応募締め切り

イタリアオペラの愉しみ
「トスカ」ハイライト＆
大谷圭介.バリトン・リサイタル

2組4人ご招待

滋賀ガイドwww.gaido.jpにはほかにもプレゼントが盛りだくさん!!

11/29（土）
Start 15:00

問い合わせ

大津市歴史博物館/０７７-５２１-２１００
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問い合わせ

長 浜 楽 市 近 くの「ItalianDining & 

WineBar Blanc」は、手軽なランチから

お得なコースディナーまでいただける

と評判の店。

今回紹介するのは

　【Ｂコースランチ】（1500円）
　・前菜盛り合わせ　・パン
　・スープ　・本日のパスタ
　・本日のデザート　
　・ソフトドリンク

「本日のパスタ」は、トマ

ト、オイル、クリームベー

スの３種類から選べる。

●長浜市八幡東町１９３　ワイエフビル２６ 

●ＴＥＬ：０７４９‐５０‐６０９８ ●駐車場：あり ●定休日：不定休

●時間：【ラ ン チ】１１：００～１５：００（Ｌ.Ｏ.）

　　　　　　　【ディナー】１８：００～２４：００（Ｌ.Ｏ.２３：００）

ホームページ　http://www.blanc-nagahama.com

※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

取材日は「えびとおくらのフレッ

シュトマトのペペロンチーノ」を選

んだ。

唐辛子がよくきいていて食が進む。

パスタはリゾットやピッツァに変えるこ

ともできる。

「大人数でも、お１人でも気軽にご利

用ください」と代表の栗原健一郎さん。

このほか「Ａコースランチ」（1100円）や

ランチの単品（850円）も人気がある。

夜のメニューには２人用の「カジュア

ルコース」（2700円）、３人以上の「女子

会コース」（2500円）も用意されている。
（取材・前川）

リーズナブルな
イタリアン
ランチ
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「文化財収蔵庫開館」

ItalianDining & WineBar

Blanc
ItalianDining & WineBar

Blanc

イタリアン ダイニング  アンド   ワイン    バル

  ブ　ラ　ン
滋賀県アートコラボレーション事業
関西フィルハーモニー管弦楽団サロンコンサート
～晩秋の高原に響くバイオリンとハープの調べ～

甲　賀

【出演】関西フィルハーモニー管弦楽団・藤原利佳（バイオリン）、

　　　村上ひろみ（ハープ） 

【曲目】マスネ/タイスの瞑想曲、フォーレ/子守歌、

　　　ヘンデル/ハープ協奏曲より、日本の数々の名曲　他

●場所：甲賀市信楽開発センター ホール（甲賀市信楽町長野１２５１）

●開演：１３：３０（開場：１３：００） 

●料金：５００円（信楽高原鉄道の切符を持参の方は無料）※小学生以上有料 

●問い合わせ：あいこうか市民ホール/０７４８‐６２‐２６２６ 

第73回大津曳山コンサート大　津

開催日にちなんで、作品番号が23の曲や11月23日生まれの作曲家の曲を演奏

【出演】尾崎未佳（バイオリン）、宮本克江（オーボエ）、

　　　宮本謙二（ファゴット）、佐藤亜美（ピアノ）、武田佳美（ピアノ）

【曲目】ベートーベン/バイオリンソナタ Op23、 ファリャ/バレエ「恋は魔術師」より　他

●場所：大津祭曳山展示館 ３Ｆイベントホール（大津市中央１ 丸屋町商店街内）

●開演：１４：３０　●料金：大人２,３００円　高校生以下１,０００円（ワンドリンク付） 

●問い合わせ：宮本謙二（日本センチュリー交響楽団団員）/０７７‐５２３‐２７０９

2014年 近江八幡 収穫まつり近江八幡

地元の新鮮な農水産物の販売や「ファミリーレストラン」によるお笑いライブ、

ご当地アイドル「ＬＥＤＩＡ」によるライブ、和太鼓や吹奏楽部の演奏やご当

地キャラ集合など盛りだくさん。産地直売軽トラ市も同時開催

●場所：ＪＡファーマーズマーケット　きてかーな（近江八幡市多賀町８７２）

●時間：１０：００～１５：００ ※小雨決行　●料金：入場無料

●備考：バス等、公共交通機関の利用が好ましい

●問い合わせ：近江八幡収穫まつり実行委員会/０７４８‐３６‐５５１４

11/30
（日）

11/29
（土）

11/18
（火）
▼

11/21
（金）

aozora factory Vol.4守　山

障がいのある人による作品(陶芸、ビーズ、ており)の展示

販売、手づくりこんにゃくの試食販売

●場所：ＪＡおうみ富士 ファーマーズマーケット おうみんち

　　　　　　（守山市洲本町２７８５）

●時間：９：３０～１５：００　●料金：入場無料

●問い合わせ：社会就労センターあおぞら（藤田）/０７７‐５９４‐８４１１

藤原 利佳藤原 利佳

HAMORI-BEHAMORI-BE

トーンチャイムトーンチャイム

HAMORI-BE CONCERT TOUR 201４
～子どもの歌がつなぐ風景 PartⅢ～

東近江

世代を越えて伝えたい、聴いてほしい日本の歌の数々

【出演】HAMORI-BE（中川公志・小原有貴）、福本由美（ピアノ）

●場所：あかね文化ホール（東近江市市子川原町４６１‐１） 

●開演：１４：００（開場：１３：３０） 

●料金：一般２,５００円 ３歳以上～小学生以下１,５００円　※全席指定 

●備考：３歳未満は保護者１人につき１人まで膝上鑑賞無料

●問い合わせ：はもりべコンサート実行委員会（中村）
　　　　　　　　　　　/０８０‐７０００‐２７１２（平日１１：００～１７：００）

11/16
（日）

11/23
（日・祝）

11/16
（日）

ミュージックベルとトーンチャイムで奏でる
「美しい日本のメロディー」

愛　荘

優しい音色に合わせてみんなで歌おう。

トーンチャイムの体験コーナーもある

【出演】スウィートベル

【曲目】証城寺の狸囃子、里の秋、琵琶湖周航の歌　他

●場所：塚本楽器愛知川店 ２Ｆ（愛知郡愛荘町愛知川５‐１０） 

●開演：１４：００（開場：１３：３０） ●料金：５００円　●備考：事前の参加連絡が好ましい

●問い合わせ：塚本楽器愛知川店（村井）/０７４９‐４２‐２７７１ 

くりはらけんいちろう

イタリアン  ダイニング アンド

11/24
（月・休）まで
11/24
（月・休）まで

11/24
（月・休）まで
11/24
（月・休）まで

観音堂観音堂観音堂

光浄院客殿（国宝）光浄院客殿（国宝）光浄院客殿（国宝）

仁王門仁王門仁王門

文化財収蔵庫文化財収蔵庫文化財収蔵庫

大津市の三井寺で「宗祖

智証大師  生誕1200年 慶

讃大法会」が開かれてい

る。11月24日（月・休）まで。

同寺は天台寺門宗総本

山で、正式名は長等山園城寺。天智・天武・持統の三天皇

の産湯に使われた湧水があり、別名、三井寺と呼ばれている。

創建は７世紀で、平安時代に第五代天台座主・智証大師円珍和尚の

天台別院として発展した古い歴史がある。

35万坪の広大な敷地に国宝、重要文化財の建築物が建ち並び、西国

三十三所巡礼の第十四番札所としても有名だ。

期間中は、数々の秘宝と記念事業として新設された文化財収蔵庫が

公開され、見学することができる。

勧学院にある狩野光信の華麗な障壁画など、同寺が所有している重

要文化財の見学や、同寺に魅せられた俳優、井浦新さんによる写真

展「三井寺讃仰」なども楽しみだ。（取材・鋒山）

三井寺/０７７-５２２-２２３８
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宗祖智証大師 生誕1200年
慶讃大法会

●場所：三井寺（大津市園城寺町２４６）

●拝観時間：８：００～１７：００

●拝観料：一般５００円 中高生３００円 小学生２００円

　　　　　　　　　※大津市歴史博物館のチケット提示で

一般拝観料金に団体割引適用 　　　　

宗祖智証大師 生誕1200年 慶讃大法会  特設ホームページ ▼ http://miidera1200.jp 

〒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！Ｍｅ539号プレゼント係

www.gaido.jp/0011インターネットは……

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!!

締め締め切り日
消印有効消印有効
締め切り日
消印有効
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木造不動明王坐像　園城寺蔵木造不動明王坐像　園城寺蔵木造不動明王坐像　園城寺蔵

重要文化財
木造護法善神立像  園城寺蔵
重要文化財
木造護法善神立像  園城寺蔵
重要文化財
木造護法善神立像  園城寺蔵

智証大師円珍 
生誕1200年記念企画展

「三井寺 仏像の美」
●場所：大津市歴史博物館（大津市御陵町２‐２）

●時間：９：００～１７：００（入場は１６：３０まで）

●料金：一般１,０００円 高大生５００円 小中生無料

　　　　　　　※チケットの半券を提示で三井寺の

　　　　　　　　　一般拝観料金に団体割引適用

●休館日：１１/１７（月）

大津市歴史博物館で智証大師円珍生誕1200年記念企画展「三井

寺 仏像の美」が開かれている。11月24日（月・休）まで。

今展では、三井寺でも最も重要な宝物の一つである「紙本墨

画五部心観」（国宝）や、木造不動明王坐像など、普

段は見られない仏像・仏画を数多く紹介している。

「三井寺では秘仏が公開されており、当館と合わせ

てご覧いただくことで、三井寺の仏像の全容を知

ることができるでしょう」と学芸員の鯨井清隆さん。

（取材・澤井）
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智証大師円珍生誕1200年記念智証大師円珍生誕1200年記念
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