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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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開催場所

写真は昨年のプレ大会の様子写真は昨年のプレ大会の様子写真は昨年のプレ大会の様子

2015年（平成27

■彦根ビバシティシネマ　■イオンシネマ草津・近江八幡  ■水口・大津アレックスシネマ ■ユナイテッド・シネマ大津

各部門の開催スケジュールは公式ホームページをチェック！
http://www.biwako-soubun.jp

高 島高 島高 島高 島 文芸

囲碁

将棋、新聞

演劇

自然科学

郷土芸能

茶道

放送

産業

特別支援学校

吟詠剣詩舞
マーチングバンド・バトントワリング
美術・工芸

吹奏楽
器楽・管弦楽
小倉百人一首かるた

開会行事
合唱、日本音楽
美術・工芸
書道、写真
弁論、自然科学

長 浜長 浜長 浜長 浜

米 原米 原米 原米 原

彦 根彦 根彦 根彦 根

東近江東近江東近江東近江

甲 賀甲 賀甲 賀甲 賀

湖 南湖 南湖 南湖 南
栗 東栗 東栗 東栗 東

大 津大 津大 津大 津

草 津草 津草 津草 津

守 山守 山守 山守 山
野 洲野 洲野 洲野 洲

近江八幡近江八幡近江八幡近江八幡

※開催日は部門によって異なります。※開催日は部門によって異なります。※開催日は部門によって異なります。

小さなココットに入った　　
可愛いランチ

小さなココットに入った　　
可愛いランチ

小さなココットに入った　　
可愛いランチ

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

第39回全国高等学校総合文化祭 滋賀県実行委員会事務局/０７７‐５２８‐４６０１問い合わせ

7/26
（日）

7/26
（日）

カブトムシ観察小屋草　津

ロクハ公園内の観察小屋で、実際に手で触れてカブトムシを

観察し、生き物や自然のしくみ、命の大切さを学ぶ

●場所：ロクハ公園　カブトムシ観察小屋（草津市追分７‐１１‐２） 

●時間：【午前の部】１０：００～１１：３０ 【午後の部】１３：００～１７：３０ 

●料金：参加無料 ※期間中、駐車場有料（普通乗用車３００円）

●問い合わせ：草津市公園事務所（ロクハ公園）/０７７‐５６４‐３８３８ 

開催中
▼
8/4
（火）

7/19
（日）
▼

8/14
（金）

7/20
（月・祝）
▼
8/2
（日）

人形浄瑠璃「冨田人形」夏公演長　浜

滋賀県選択無形民俗文化財の人形浄瑠璃

【出演】冨田人形共遊団、海外からの留学生（イギリス、フランス、アメリカ等）

【演目】三番叟 ～鈴の段～、日高川入相花王 ～渡し場の段～、

　　　東海道中膝栗毛 ～赤坂並木より古寺の段～、鬼一法眼三略巻 ～五条橋の段～

●場所：びわ文化学習センター（リュートプラザ）（長浜市難波町５０５）

●開演：１３：３０（開場１３：００） 

●料金：一般前売り１,０００円（当日２００円増） 夏・秋通し券 １,５００円 

　　　　　　　高校生以下無料（全席自由）

●問い合わせ：公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団

　　　　　　　　　　　　（長浜文化芸術会館内）/０７４９‐６３‐７４００

マーチング演奏やジャグリングなどのステージイベント、ミニ列車や交通安全啓発

など盛りだくさん。フリーマーケットや模擬店も

●場所：県立障害者福祉センター（草津市笠山８‐５‐１３０） 

●時間：１０：００～１４：３０  ●料金：参加無料

●問い合わせ：県立障害者福祉センター/０７７‐５６４‐７３２７ 

第２５回記念夏まつり草　津

7/29
（水）

モンゴル相撲にルーツを持つ力技・ストロングマンや軟体アクロ

バットのほか、モンゴル独特のホーミーや馬頭琴なども楽しめる

●場所：ハーティーセンター秦荘 大ホール

　　　　　　　（愛知郡愛荘町安孫子８２２）

●開演：１５：００（開場１４：３０）

●料金：前売り一般３,０００円 １８歳以下２,０００円

　　　　　　　親子ペアチケット４,８００円 当日各３００円増（全席指定）

●備考：３歳未満は無料（席が必要な場合は有料）

●問い合わせ：ハーティーセンター秦荘/０７４９‐３７‐４１１０

ファンタスティック・ドリーム
モンゴル・ウランバートルサーカス団

愛　荘

夏休み特別企画
「日永うちわと懐かしのうちわ」

東近江

三重県の「日永うちわ」の紹介と、昔懐かしいうちわを多数展示

●場所：世界凧博物館東近江大凧会館　１Ｆ展示ホール 
　　　　　　 （東近江市八日市東本町３‐５） 

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）  

●料金：一般３００円 小中生１５０円 ●休館日：水曜日、７/２１（火） 

●問い合わせ：世界凧博物館東近江大凧会館/０７４８‐２３‐００８１

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：マルチーズ　●年齢：２：２歳 
●性別性別：メス　：メス　●好きなもの好きなもの：おやつ：おやつ
人が好きすぎてウレションすることも。頭が悪
いので、なんでも口にいれてしまいます。ひど
いときはつけまつげも…。でも憎めなくてすご
くかわいいです　　 　　　　　飼い主：ひなこ
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近江鉄道八日市駅から徒歩３分の

「LA  COCOTTE」は、ランチやディナー

はもちろん、100種類以上のお酒がい

ただけると評判のレストラン。

今回紹介するのは

　【ココットランチ】（1458円）
　・12種類の料理　・パン
　・デザート　・コーヒー or 紅茶

※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

12種類の料理はすべて小

さなココット（器）に入っ

ており、見た目も楽しい。

取材日はカブのポター

ジュ、ラタトゥイユ、砂肝の

コンフィ、カツオの生姜

マリネ、豚肩肉の赤ワイ

ン煮込み、ナスと黄ズッ

キーニのベニエなどだった。

パンはお代わり自由。

「地元の旬の野菜で、自分がおいしい

と思ったものをココットに入れてお出

ししています。料理だけでなく、おしゃ

べりも楽しんでください」とオーナー

の畑功一さん。

畑さんは八日市出身で、地元のイベ

ントにも積極的に参加している。
（取材・藤井）

LA COCOTTELA COCOTTE
ラ 　・　 コ　 コ　 ッ　 トラ 　・　 コ　 コ　 ッ　 ト

●東近江市八日市本町４‐８ ●駐車場：６台

●ＴＥＬ：０７４８‐２５‐５１３９ ●定休日：水曜日

●時間：【ラ ン チ】１１：３０～１５：００（Ｌ.Ｏ.１４：００）

　　　　　　　【ディナー】１７：００～２５：００（Ｌ.Ｏ.）

 　　　　　　　※ランチは土曜日は休み

ラ  ・  コ　コ　ッ　ト

しょう　が

はたこういち

うみ   な
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うみ

滋賀・琵琶湖からの光と風
「日独・知的障碍のあるアーティスト交流展」
プレ展示会

大　津

ドイツ開催に先駆けて、滋賀県からの作品を展示

●場所：ギャラリー唐橋（大津市唐橋町２３‐３） 

●時間：１１：００～１８：００（最終日は１７：００まで） ●料金：入館無料

●備考：【特別企画】ライブコンサート　７/２６（日）、８/２（日）

　　　　　　　 時間未定、飛び入り歓迎、入場無料 

●問い合わせ：ギャラリー唐橋/０７７‐５３１‐１３１０ 

※Oh!Me1部につき１グループ有効
※ランチタイムに食事の方に限る

Oh!Me持参で食事された方

読者プレゼント

ファースト
ドリンク
サービス

有効期限 2015/8/31まで

ミッフィーといっしょに夢のパークへミッフィーといっしょに夢のパークへ

7/24●
 必 着

金

〒520‐0806
大津市打出浜３‐16  
毎日新聞滋賀県専売会
「ミッフィーワールド」係

ミッフィーワールドミッフィーワールドミッフィーワールド

毎日新聞社は８月５日から、大阪市中央区の大阪高島

屋７階グランドホールで「ミッフィーワールド」を開催し

ます。この催しの無料招待券を「Ｏｈ！Ｍｅ」の読者25

組50人にプレゼントします。

ミッフィーは、オランダの絵本

作家でグラフィックデザイナー

のディック・ブルーナさんが描く

ウサギの女の子。1955年に初

めて絵本に登場して以来、世界

中で人気となりました。今回の催しでは、ミッフィーのおうちやボール

プールなどの遊び場のほか、立体人形アニメやワークショップなど子ど

もが喜ぶコーナーが盛りだくさん。ミッフィーのこれまでの歩みや作者ブ

ルーナさんの紹介コーナー、ポスター展示、グッズ

ショップもあります。

希望者は、はがきに住所、氏名（フ

リガナ）、年齢、電話番号を書き、

右記まで。当選者には毎日新聞

販売店からお届けします。

８月５日（水）～１７日（月）

大阪高島屋７階グランドホール
（大阪市中央区難波５－１－５）

一般５００円（前売り３００円）、
大学・高校生３００円（前売り２００円）、
中学生以下無料 

プレゼント
25組50人
無料招待券

第39回全国高等学校総合文化祭「2015滋賀 び

わこ総文」が県内各地で開かれる。７月28日

（火）から８月１日（土）まで。

キャッチコピーは「高校生最大の文化の祭典」。

全国から約２万人の高校生が

県内13市に集まる。演劇、合唱、

吹奏楽、写真、文芸など全22部

門で日ごろの成果を披露する。

今年のテーマは「翔びたとう  創

造の翼で きらめく湖から」。

開会式は「びわ湖ホール」で。

終了後、会場周

辺の琵琶湖を臨

む湖岸沿いの

コースで行われるパレード（観覧自由）では迫

力ある演奏や演技が期待される。

大会マスコットキャラクター「湖楠」の活躍にも

注目したい。（取材・鋒山）

開催期間 

7/28●
▼       

8/1●
火

土

大会マスコット
キャラクター  湖楠
大会マスコット
キャラクター  湖楠


