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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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白石裕則 《素直に大メイロ》 
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岡本太郎 「犬の植木鉢」 1954年 岡本太郎 「犬の植木鉢」 1954年 

楽しい、新鮮、おいしい楽しい、新鮮、おいしい楽しい、新鮮、おいしい

成田ふれあい牧場成田ふれあい牧場成田ふれあい牧場
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店主の金谷誠司さん店主の金谷誠司さん店主の金谷誠司さん

乳の日まつり
模擬店、ステージ、

ワークショップなど

●時間：１０：００～１６：００

●料金：入場無料

6/2121
（日）（日）

  成田ふれあい牧場
●場所：甲賀市甲南町新治６９６　

●時間：１０：００～１７：００（ジェラート工房）

　　　　　　※牧場は２４時間入場可

●料金：入場無料　●駐車場：１００台

■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　
■水口アレックスシネマ  ■ユナイテッド・シネマ大津

この道一筋５０年…
毎朝、敦賀に買い出しも！
この道一筋５０年…
毎朝、敦賀に買い出しも！

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

鳥の目から世界を見る近江八幡

鳥瞰図の世界をさまざまな形で表現している作家6人による展

覧会。鳥の目から見下ろす人間の想像力を体感する

●場所：ボーダレス・アートミュージアムＮＯ‐ＭＡ（旧野間邸） 

　　　　　　（近江八幡市永原町上１６） 

●時間：１１：００～１７：００ 

●料金：一般３００円 高大生２５０円

　　　　　　　中学生以下、障がいのある人と付添者１人は無料  

●休館日：月曜日（祝日の場合は翌日） 

●問い合わせ：ボーダレス・アートミュージアムＮＯ‐ＭＡ/０７４８‐３６‐５０１８ 

開催中
▼
6/19
（金）

開催中
▼
8/2
（日）

6/13
（土）
・
6/14
（日）

6/14
（日）
▼
9/23
（水・祝）

6/22
（月）
▼
6/30
（火）

アドベリー摘み取り体験高　島

期間限定のアドベリーが食べ放題

●集合場所：道の駅 藤樹の里あどがわ 観光案内所前

　　　　　　　　　　　（高島市安曇川町青柳１１６２‐１） ※受付後、農園まで各自移動

●時間：１０：３０～１１：３０（受付１０：００～） ※日曜日を除く８日間開催

●料金：一般１,３００円 幼児６００円（収穫体験料、スイーツ代、保険料他）

　　　　　　　アドベリー１パック（１５０㌘）別途５００円で持ち帰り可（保冷剤・バック等は各自持参）

●定員：３０人（最少催行人数：５人） ※事前予約要（前日の１７：００まで）

●備考：汚れてもよい服装、履物で来館

●申し込み・問い合わせ：道の駅 藤樹の里あどがわ/０７４０‐３２‐８４６０

岡本太郎らによる迫力あふれる土の芸術の数々を紹介

●場所：県立陶芸の森 陶芸館（甲賀市信楽町勅旨２１８８‐７）

●時間：９：３０～１７：００(入館は１６：３０まで) 

●料金：一般６００円 高大生４５０円 中学生以下無料

●休館日：月曜日(祝日の場合は翌日) 

●問い合わせ：県立陶芸の森/０７４８‐８３‐０９０９

陶芸の森開設25周年特別企画
「土・祈り・イマジネーション
　・・・岡本太郎の言葉とともに」展

甲　賀

6/21
（日）

家にあるものを使って、簡単紙すき体験

●場所：ロクハ公園 ふれあいルーム（草津市追分７‐１１‐２） 

●時間：①９：３０～１２：００ ②１３：３０～１５：００ ●料金：１００円

●定員：各回８人 ※６/１３（土）までに要申し込み（１０：００～１７：００）、応募多数の場合は抽選

●持ち物：ペットボトル（１.５㍑以上）、タオル、持ち帰り用袋

●備考：小学３年生以下は保護者同伴

●申し込み・問い合わせ：ロクハ公園/０７７‐５６４‐３８３８ 

暑中見舞いハガキを作ろう!!
紙すき体験

草　津

村井すゑ 着物リメイク展大　津

信楽在住の村井すゑさんが、眠っていた着物や思い出の着物を

オリジナルの逸品に変身させた「着物リメイク展」

●場所：ミニギャラリーぽすと（大津市滋賀里３‐１‐２９ 滋賀里簡易郵便局内）

●時間：９：００～１７：００（最終日は１６：００まで） 

●料金：入場無料 ●休館日：土・日曜日、祝日

●問い合わせ：ミニギャラリーぽすと/０９０‐９１６７‐２２５９ 

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

わがわが家のペット自慢

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！

メールはこちらメールはこちら

●種類：種類：ミックス ●年齢：５：５歳
●性別性別：男の子：男の子
袋や箱に入るのが大好きなやんちゃ
坊主です♪ 　　飼い主：kikkoro

茶
々
茶
々
茶
々
茶
々

「和風お食事処  ととろ」

は、18年前にＪＲマキ

ノ駅前で産声を上げ、

現在は移転して県道54

号沿いにある。

この道一筋50年の金谷

誠司さんが毎朝、敦賀

まで買い付けに行って

仕入れてきた新鮮な

魚が食べられる。

今回紹介するのは

　【おまかせ定食】（1480円）
　・刺し身　　　・天ぷら
　・小鉢　　　　・茶そば
　・茶わん蒸し　・ご飯

刺し身は身が締まっていて

プリプリ、天ぷらも歯ごたえ

が良くサクサク。どちらも５

～６種類の味が楽しめる。

野菜も地元産でおいしい。

※価格は全て税込みです詳しくは詳しくは www.gaido.jp/lunchwww.gaido.jp/lunchwww.gaido.jp/lunch

「マキノへ行ったら『ととろへ行こう』と

言ってもらえる店でありたいと、願って

います」と金谷さん。

座敷もカウンター席も

あるので、グループでも

利用しやすい。
（取材・志賀）

和風お食事処 

ととろ
●高島市マキノ町高木浜２‐６‐１７ 

●ＴＥＬ：０７４０‐２８‐１１０５

●定休日：水曜日　●駐車場：約５０台

●時間：１１：３０～１４：００、１７：００～２２：００

かなたに

ちょうかん

ちち

成田ふれあい牧場/０７４８-８６-３３４１

アートフェスタ勝負市彦　根

クラフトの展示販売や屋台村など、100組を越える

地域の作家が集まる

●場所：花しょうぶ通り一帯（彦根市河原３‐４‐３６）

●時間：【１３（土）】１３：００～１７：００ 【１４（日）】１０：００～１７：００ 

　　　　　　　※イベント内容により異なる

●料金：入場無料

●問い合わせ：ひこね街の駅 戦國丸/０７４９‐２７‐５０５８

※Oh!Me1部につき１グループ有効
※おまかせ定食を注文の方に限る

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

ウーロン茶
１杯サービス

有効期限 2015/7/11まで
5/21（木）、22（金）個人１位一覧

体　操体　操

●男子・総合/表慎一郎（守山南）
●男子・ゆか/吉川英駿（石部）
●男子・跳馬/表慎一郎（守山南）
●男子・鉄棒/表慎一郎（守山南）
●男子・鞍馬/表慎一郎（守山南）

●女子・総合/小野真奈（野洲北） 
●女子・跳馬/小野真奈（野洲北） 
●女子・平均台/久保沙也夏（朝桜）
●女子・ゆか/小野真奈（野洲北） 
●女子・段違い平行棒/
　　　 小野真奈（野洲北） 

体　操

新 体 操新 体 操
●女子・総合/村井紀沙（滋大附）
●女子・ロープ/矢島花（聖徳）
●女子・フープ/村井紀沙（滋大附）

新 体 操

柔　道柔　道

剣　道剣　道

●男子/内田大樹（彦根）
●女子/辻井茉里（八幡西）

柔　道

剣　道

バドミントバドミントン

ボ ートボ ート

●男子・ダブルス/
　　　    喜納幹、友野嵐丸（仰木）
●男子・シングルス/國門厚志（南郷）

●女子・ダブルス/
　　　   奥村奈未、山崎理加（瀬田北）
●女子・シングルス/畑有沙（粟津）

●男子・舵手付クオドルプル/
　　　   前川泰輝、中西開陸、岡本航太朗、
　　　 舩野大翔、古谷龍之介（今津）
●男子・ダブルスカル/
　　　   長谷川加偉、三木龍弥（瀬田北） 
●男子・シングルスカル/小林准也（瀬田北）

●女子・舵手付クオドルプル/
　　　   松田茉優、松田夏鈴、中原理歩、
　　　 飯田明日翔、嶋美陽（瀬田北）
●女子・ダブルスカル/
　　　   佐藤祐華、田中晴妃（瀬田）
●女子・シングルスカル/松田優多（瀬田北）

バドミントン

ボ ート

ソフトテニソフトテニス

テ ニ ステ ニ ス

●男子/寺戸神威、一二三智彰（竜王）

●女子/玉木里奈、中村菜緒（甲賀）

ソフトテニス

●男子・ダブルス/
　　　　井口瑛心、上田陽平（立命館守山）
●男子・シングルス/小路博隆（日枝）

●女子・ダブルス/
　　　　三和真奈子、川田晴菜（高穂） 
●女子・シングルス/久保このみ（松原）

テ ニ ステ ニ ステ ニ ス

●男子・50㌔級/杉江恭弥（甲良)  
●男子・55㌔級/松尾優吾（市立守山）
●男子・60㌔級/奥田訓平（田上）
●男子・66㌔級/上嶋真生（田上）
●男子・73㌔級/西本萌人（市立守山）
●男子・81㌔級/小寺亨征（市立守山）
●男子・90㌔級/加藤涼真（彦根東）
●男子・90㌔超級/奥村総太（栗東）

●女子・40㌔級/江畑未玖（市立守山) 
●女子・44㌔級/尾田瑠璃波（彦根南）
●女子・48㌔級/向尾知妃（市立守山）
●女子・52㌔級/藤井志穂（市立守山）
●女子・57㌔級/足達実佳（比叡山）
●女子・63㌔級/植田夏海（野洲北）
●女子・70㌔級/薬師山ひかり（比叡山）
●女子・70㌔超級/奥澤美咲（愛東） 

甲賀市甲南町の「成田ふれあい牧場」は、大きな乳牛や可

愛い子牛がいる牛舎のほか、羊やポニーと触れ合うことの

できる「ふれあいどうぶつえん」などがあり、親子で楽しめ

る。また、遊具も充実していて、

長さ10㍍もある人工芝すべり

台が人気だ。

動物たちと触れ合った後

は、ジェラートやソフトク

リームがおすすめ（300円

～）。牧場でその日に搾っ

た牛乳を低温殺菌して作っ

ているのでさっぱり

とした味わいだ。

ジェラートは定番

のミルクやチョコ

レートのほか、土山

の抹茶や、甲南のブルー

ベリー（夏季限定）を使ったもの

も人気だ。もちろん搾りたての牛乳も飲める。

「動物たちとふれあって、『命』の大切さを感じてください」と

オーナーの成田うら子さん。

６月21日（日）の父の日には「乳の日まつり」が開かれ、

ショーやワークショップ、屋台や農産物の販売などが予定

されている。（取材・原田）

！！

せい   じ


