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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
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カジュアルな ワンプレートカジュアルな ワンプレート
ランチ ランチ ランチ 中山道沿いの旧豊郷小学校の前に

ある「カフェ＆ダイニング Shoko」は、

白を基調とした明るい雰囲気の店。

腕を振るうオーナーシェフの相宗

昭紅さんは、中国語の通訳や講師

も務める。

今回紹介するのは

　【プレートランチ】（880円・税抜）
　・サラダ　・小鉢　・メーン
　・スープ　・ライス　・漬物

メーンは８種類の中から選べる。取

材日は「煮込みハンバーグ」を選んだ。

ゲンコツほどの大きさがあるハンバー

グはフワフワでジューシー。自家製の

デミグラスソースも後味がさっぱりし

ている。小鉢のソースも手作り。プラ

ス120円するとコーヒーが付く。

※価格は税抜きです詳しくは詳しくは www.gaido.jp/lunchwww.gaido.jp/lunchwww.gaido.jp/lunch

「座敷もあるので、子ども連

れでもゆっくりしていただけます。ご来

店をお待ちしております」と相宗さん。

このほか、プレートランチにデザート

とドリンクがついた「レディースセット」

（1500円）や、「ミックスセット」（1500円）

も人気だ。（取材・前川）

●犬上郡豊郷町安食南２０１‐１１  ●ＴＥＬ：０７４９‐２０‐９２５５

●定休日：土曜日、第１日曜日  ●駐車場：１０台

●時間：８：３０～１６：００（Ｌ.Ｏ.）、

　　　　　　　ランチは１１：００～１５：００（Ｌ.Ｏ.）
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わがわが家のペット自慢

名前、郵便番号・住所、電話番号、オススメの

お店・施設、ご意見、ご感想を明記の上、ペット

の写真（Ｌサイズ以上）とペットの名前・プロフィ

ル、アピール文、飼い主名をお送りください。

〒５２３‐０８９３
近江八幡市桜宮町２９４　ＹＰ１
株式会社ヤマプラ
滋賀ガイド・Ｏｈ！Ｍｅ編集室

わが家のペット自慢係

インターネットからの
投稿は www.gaido.jp/pet
インターネットからの
投稿は www.gaido.jp/pet n@a'yn@a'y

n@a'yn@a'y

掲載写真を
シールにして
プレゼント！

ワガママで甘えん坊！家にいると甘えてど
こへ行くにもついてきます。　飼い主：tom

メールはこちらメールはこちら

●種類：種類：ヨークシャーテリアヨークシャーテリア ●年齢：６：６歳
●性別：メス 性別：メス ●好きなもの：フルーツ好きなもの：フルーツ

ヴィンテージマーケット 
猫目市 vol.4

守　山

古道具、アンティーク、ジャンクなものが集まる3日間

●場所：守山宿・町家“うの家”（守山市守山１‐１０‐２） 

●時間：【金】１１：００～１６：００ 【土日】１０：００～１６：００

●料金：入場無料 ●備考：フード販売もあり　

●問い合わせ：Ｈｏｍｅｙ/０９０‐６２０９‐３２２１

蜂谷清香 手描き「絵ことば」＆音楽の世界展近江八幡

愛のことば・元気が出る言葉と、動物たちの心和ませるかわいい

イラストを、大小あわせて約200点展示・販売する

●場所：白雲館（近江八幡市為心町元９）

●時間：１０：００～１７：００（２８日は１２：００まで、２９・３０日は１６：３０まで） 

●料金：展示会は入場無料、ライブは投げ銭制

●備考：期間中の土日祝の午後は作者来館予定

　　　　　　　【蜂谷清香のトーク＆ライブ】１１/２９（土）３０（日）１３：３０～

●問い合わせ：蜂谷清香/utashie@gmail.com

11/24
（月・休）

11/23
（日・祝）

12/6
（土）

11/23
（日・祝）

誰でも参加可能な「がんの標準治療法」と「がんの緩和ケア」の二部構成

●場所：県立男女共同参画センター Ｇ‐ＮＥＴしが（近江八幡市鷹飼町８０‐４）

●時間：１３：００～１５：００（受付は１２：３０から） ●料金：参加無料

●備考：講座終了後（１５：１５から）、第１２回滋賀県がん地域連携パス研修会を開く

●問い合わせ：滋賀医科大学医学部附属病院医療サービス課/０７７‐５４８‐３６２５

平成26年度 第1回 東近江医療圏
がん診療市民公開講座

「がん治療と緩和ケア」　
近江八幡

「Can’ce♡浜姫」と「Le Siana」のオープニングライブ。

被災地のお話が聞けるトークショーでは南三陸と会場をネット中継でつなぐ

●場所：虎姫文化ホール（長浜市宮部３４４５）

●開演：１４：００（終了予定１６：００）

●料金：前売り２,０００円（当日５００円増） 中学生以下無料

●問い合わせ：饗場理佳/０８０‐６１５０‐９８１７

　　　　　　　　　　　https://www.facebook.com/ｔｉｋｙｕｋａｚｅ

第2回 忘れんで！ 東日本大震災!!
みんなで歌おう「地球風」

長　浜

11/30
（日） 「小津ドラえもん劇団」「玉川ウインドオーケストラ」「ケチャップマヨネーズ？」によ

るステージ、簡単プリントエコバッグ体験コーナー、近隣施設・福祉センター教室

受講生の作品展示など

●場所：県立障害者福祉センター(草津市笠山８‐５‐１３０)

●時間：１３：００～１６：３０ ●料金：入場無料

●問い合わせ：県立障害者福祉センター/０７７‐５６４‐７３２７ 

障害者週間 感謝のつどい草　津

ドラゴンふれあいフリーマーケット
毎回好評のフリーマーケットが追加開催決定！ 約80店舗が出店

●場所：竜王町総合運動公園内ふれあいセンター周辺敷地（蒲生郡竜王町岡屋３２８２）

●時間：９：３０～１３：３０ ※雨天時は翌２４日（月・休）に順延 ●料金：入場無料

●備考：軽食販売やスーパーボールすくいも開催予定

●問い合わせ：竜王町総合運動公園内ふれあいセンター/０７４８‐５８‐３１１５

竜　王

開催中
▼

11/30
（日）

11/21
（金）
▼

11/23
（日・祝）

堅田湖族 にぎわい市大　津

新鮮野菜や地域の特産品を販売。

地元特産品が当たるスタンプラリーも開催

●場所：湖族の郷資料館、浮御堂 周辺（大津市本堅田１）

●時間：９：００～１４：００ ●料金：入場無料

●問い合わせ：堅田湖族にぎわい市実行委員会/０７７‐５７２‐０４２５

第
11
回

会 場　甲良町総合運動公園

主 催　彦根学童野球連盟

協 賛　甲良町、甲良町教育委員会
　　　（株）ナガセケンコー
　　　日本エコシステム（株）

後 援　滋賀県軟式野球連盟、
      　毎日新聞社

●●

111123、2423、2423、24
●月・休●日・祝

八幡選抜

市内の３チームが集まって参加し

ます。米原市の代表として一丸野

球で頑張ります！

（キャプテン・林泰輔）

【監督】丸本　　豊

○林　　泰輔 （JBC山東）
　柴栄　竜也 （JBC山東）
　辻田　拓斗 （JBC山東）
　吉田康汰朗 （JBC山東）
　馬渕　陽樹 （JBC山東）
　高森　寛太 （JBC山東）
　森川　港斗 （JBC山東）
　富田　新吾 （米原グリーボーイズ）
　北川　仁志 （米原グリーボーイズ）
　伊藤　鉱起 （米原グリーボーイズ）

　山嵜　竣介 （米原グリーボーイズ）
　西出　健吾 （米原グリーボーイズ）
　大久保祐樹 （伊吹野球少年団）
　尾崎　亮河 （伊吹野球少年団）
　伊富喜　丈 （伊吹野球少年団）
　福永　達也 （伊吹野球少年団）
　芝原　直哉 （伊吹野球少年団）
　堀江　大志 （伊吹野球少年団）
　荒木　大雅 （伊吹野球少年団）
　林　　奏太 （伊吹野球少年団）

米原選抜

八幡選抜のキャプテンとして、

チームのメンバーと絆を深め、勝

利に向けて全力で頑張ります。

（キャプテン・大窄凜）

【監督】原田　達也

○大窄　　凜 （安土野球スポーツ少年団）
　尾賀　壮汰 （安土野球スポーツ少年団）
　本間ひより （安土野球スポーツ少年団）
　中江　翔羅 （イーグルススポーツ少年団）
　藤田　裕樹 （イーグルススポーツ少年団）
　今村　怜音 （イーグルススポーツ少年団）
　西　唯千香 （イーグルススポーツ少年団）
　北川　遥貴 （イーグルススポーツ少年団）
　阿加井裕貴 （岡山スポーツ少年団）
　中川　修太 （岡山スポーツ少年団）

　羽根　祐希 （岡山スポーツ少年団）
　野々村光弥 （金田スポーツ少年団）
　小西　創大 （金田スポーツ少年団）
　徳永　将大 （金田スポーツ少年団）
　橋　　潤世 （金田スポーツ少年団）
　富家　　天 （グリーンズスポーツ少年団）
　小松　愛佳 （グリーンズスポーツ少年団）
　松木　健太 （グリーンズスポーツ少年団）
　犬丸　廉也 （島少年野球クラブ）
　増本　颯太 （島少年野球クラブ）

チームワークを大切にし、最後ま

で全力を尽くして頑張ります。

（キャプテン・田附優人）

【監督】谷田　潤治

○田附　優人 （能登川南スポーツ少年団）
　池田　駿平 （能東クラブ）
　尾川　智哉 （能登川南スポーツ少年団）
　藤川　　陽 （能東クラブ）
　大木　聖也 （能登川南スポーツ少年団）
　徳田　輝琉 （能東クラブ）
　植田　恭平 （能登川南スポーツ少年団）
　上地　海翔 （能東クラブ）
　辰巳　裕都 （能東クラブ）
　松浦　慶幸 （能東クラブ）

　中村　一心 （能登川南スポーツ少年団）
　松山　泰良 （能東クラブ）

オール能登川
最後まであきらめず、仲間を信

じ、優勝目指して頑張ります。

（キャプテン・福永翔太）

【監督】梅本 則之

○福永　翔太 （篠原ファイターズスポーツ少年団）
　堀口　航大 （篠原ファイターズスポーツ少年団）
　北　　啓汰 （近江富士ボーイズスポーツ少年団）
　澤　日奈子 （野洲キッドスポーツ少年団）
　木村　碧空 （中主野球スポーツ少年団）
　下村　　光 （中主野球スポーツ少年団）
　吉川　公晟 （中主野球スポーツ少年団）
　馬塲　康世 （近江富士ボーイズスポーツ少年団）
　野崎　　瞭 （野洲キッドスポーツ少年団）
　高橋　朋生 （野洲キッドスポーツ少年団）

　南井　秀太 （近江富士ボーイズスポーツ少年団）
　山崎　俊輔 （近江富士ボーイズスポーツ少年団）
　内田　虎太 （野洲キッドスポーツ少年団）
　風折　賢吾 （野洲キッドスポーツ少年団）
　杉原　康介 （野洲キッドスポーツ少年団）
　山岡　篤生 （中主野球スポーツ少年団）

オール野洲選抜

滋賀県学童野球選抜交流大会滋賀県学童野球選抜交流大会

僕たちは、彦根代表として悔いの

残らないよう全力でプレーして

いきたいです。

（キャプテン・濱本恵昇）

【監督】仲村　信夫

○濱本　恵昇 （佐和山スポーツ少年団）
　森口　絢登 （佐和山スポーツ少年団）
　伊部　匡哉 （佐和山スポーツ少年団）
　中村　光翔 （旭森スポーツ少年団）
　小菅凛太郎 （旭森スポーツ少年団）
　千田　爽人 （旭森スポーツ少年団）
　上田　幹太 （平田スポーツ少年団）
　廣田　青空 （平田スポーツ少年団）
　山口　春也 （平田スポーツ少年団）
　内堀　舜喜 （城陽スポーツ少年団）

　髙橋　　仁 （城陽スポーツ少年団）
　西村　心平 （城陽スポーツ少年団）
　野村　壮太 （河瀬スポーツ少年団）
　梶谷　優斗 （河瀬スポーツ少年団）
　水本　翔午 （河瀬スポーツ少年団）
　三田　智輝 （高宮スポーツ少年団）
　松田　　歩 （高宮スポーツ少年団）
　宮元　亮太 （高宮スポーツ少年団）
　山崎　　騎 （甲良東スポーツ少年団）

彦根レッドアーマーズ

新たな湖西の仲間と、笑顔で一生

懸命勝利を目指します。

（キャプテン・原村翔太）

【監督】木下　　満

○原村　翔太 （マキノ少年野球団）
　熊地　恒星 （マキノ少年野球団）
　竹内　颯汰 （マキノ少年野球団）
　藤下　侑星 （今津少年野球クラブ）
　東村　創真 （今津少年野球クラブ）
　上原　　拓 （新旭少年野球）
　山本　翔太 （新旭少年野球）
　足利　優太 （新旭少年野球）
　平田　晃大 （本庄スポーツ少年団）
　田邉　凌来 （本庄スポーツ少年団）

　松井　涼星 （安曇川スポーツ少年団）
　岸　　侑哉 （安曇川スポーツ少年団）
　岸　　侃哉 （安曇川スポーツ少年団）
　横井川利也 （リトルオール高島）
　金田　拓真 （リトルオール高島）

湖西選抜
女子チームで知り会った大切な

仲間たちと共に、残り少ない試

合を一戦一戦闘い抜きます。　
（キャプテン・荒見真衣）

【監督】上野　竜也

○荒見　真衣 （稲枝東スポーツ少年団）
　福山　　愛 （平田スポーツ少年団）
　澤　日奈子 （野洲キッドスポーツ少年団）
　押谷紗也加 （玉川スポーツ少年団）
　山本　歩佳 （城西スポーツ少年団野球部）
　加藤麻由佳 （高宮スポーツ少年団）
　佐々木葵衣 （葉山東スピリッツスポーツ少年団）
　橋本　桃花 （愛知川スポーツ少年団）
　中島　萌  々（湖東マングース）
　中瀬　愛梨 （布引ハンターズ）

　南　　月乃 （野洲キッドスポーツ少年団）
　今井　望美 （豊郷スポーツ少年団）
　清水ひかる （河瀬スポーツ少年団）
　村井　楓果 （蒲生少年野球）
　若井　英歩 （竜王スポーツ少年団）
　九渡満都依 （布引ハンターズ）
　山本和佳奈 （城西スポーツ少年団野球部）
　田中　神優 （物部少年野球団）
　境田　　茜 （伴谷少年野球）

滋賀あみんちゅガールズ

全員野球で優勝を目指して頑張り

ます！（キャプテン・安藤駿希）

【監督】千代　誠

○安藤　駿希 （治田西少年野球）
　立尾慎之輔 （治田西少年野球）
　山本　琉生 （治田西少年野球）
　塩塚　元介 （大宝少年野球）
　平井　栄太 （大宝少年野球）
　上村　爽太 （御園ファイターズ）
　上村　涼太 （御園ファイターズ）
　内田　祐斗 （葉山ウィンズ）
　松田　幸也 （葉山ウィンズ）
　八木　大騎 （葉山ウィンズ）

　市川　大翔 （葉山東スピリッツ）
　金折　一輝 （葉山東スピリッツ）
　小辻　鷹仁 （葉山東スピリッツ）
　坂口　亜聡 （葉山東スピリッツ）
　栗山　晃一 （大宝西ファイヤーズ）
　今堀　　旭 （治田少年野球）
　木澤　佑斗 （治田少年野球）
　中野　翔貴 （治田少年野球）
　高岡宏之介 （治田東少年野球）
　竹内　　涼 （治田東少年野球）
　中山　力斗 （治田東少年野球）

オール栗東選抜

一人ひとりが力を発揮し、精一杯

頑張ります。

（キャプテン・森本修都）

【監督】戸知谷保夫

○森本　修都 （物部少年野球団）
　寺田　崚汰 （明富リトルクラブ）
　杉原　　翔 （玉津少年野球部）
　中野　龍聖 （明富リトルクラブ）
　岡﨑　優太 （物部スターズ）
　松崎　隼也 （吉身少年野球クラブ）
　野村　拓未 （吉身少年野球クラブ）
　長嶺　佳祐 （物部スターズ）
　勝部　風雅 （物部少年野球団）
　奥村　虎雅 （物部スターズ）

　宇野　圭悟 （吉身少年野球クラブ）
　小松　優斗 （河西ジュニアーズ）
　飯田　雄太 （河西ジュニアーズ）
　北条　瑞貴 （立入が丘ジュニアスキッパーズ）
　中村　蒼太 （物部少年野球団）
　田中　海都 （立入が丘ジュニアスキッパーズ）
　澁谷　久隆 （玉津少年野球部）
　吉川　　颯 （立入が丘ジュニアスキッパーズ）

オール守山

選抜選手に選ばれたからには､野

球をできることに感謝し､全力プ

レーで頑張ります。

（キャプテン・松江愛希）

【監督】松宮　光敏

○松江　愛希 （豊郷）
　荒川　翔太 （豊郷）
　後藤　大輔 （豊郷）
　宇田川拓海 （稲枝東）
　寺倉　順平 （稲枝東）
　徳田　泰河 （稲枝東）
　川瀬　大悟 （城北）
　澤島　大知 （城北）
　伊藤　純平 （城北）
　高田　成希 （城南）

　西織　大城 （城南）
　馬場　晴大 （城南）
　奥村　太賀 （城西）
　野口　佳祐 （城西）
　三好　巧馬 （城西）
　佐久間草太 （金城）
　外山　涼介 （金城）
　岸　　和磨 （金城）

彦根ブルーレイクス
草津のチームとして、一致団結し

て全力プレーで勝利を目指して

頑張ります。

（キャプテン・谷口洋翔）

【監督】熊川　光治

○谷口　洋翔 （老上少年野球スポーツ少年団）
　松田　　陸 （老上少年野球スポーツ少年団）
　山林　真之 （老上少年野球スポーツ少年団）
　小寺　一颯 （老上少年野球スポーツ少年団）
　杉江康太郎 （老上少年野球スポーツ少年団）
　瓦　　舶渡 （老上少年野球スポーツ少年団）
　岡部　将樹 （老上少年野球スポーツ少年団）
　西山　　聡 （草津リトルメッツ）
　出倉　　柊 （草津リトルメッツ）
　岩佐　優樹 （草津リトルメッツ）

　椎　　健太 （草津リトルメッツ）
　上田　啓太 （草津リトルメッツ）
　宮本　空汰 （草津リトルメッツ）
　豊田　雄大 （草津バトルスポーツ少年団）
　古野二千翔 （草津バトルスポーツ少年団）
　阿部圭太郎 （草津バトルスポーツ少年団）
　小野田　温 （草津バトルスポーツ少年団）
　岸野　真生 （草津バトルスポーツ少年団）
　古谷　魁星 （草津バトルスポーツ少年団）
　村田　一真 （草津バトルスポーツ少年団）

※名簿の○○印はキャプテン

草津選抜

しょうこう


