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NEO星空観察会
星空の達人を講師に迎え天体望遠鏡にて満天の夜空を
眺めよう！宿泊者対象のイベントになります。

開催日／9月20日(日 )
時間／午後7時 30 分～
開催場所／NEO キャンピングパーク
　　　　　（岐阜県本巣市根尾下大須１４２８-１）
※宿泊者参加無料
NEOキャンピングパーク　☎0581-38-9022

木曽三川公園秋の花物語
30 万本のコスモスで大花壇を飾ります。澄んだ秋空に
は優しい色合いのコスモスが似合います。小さい花な
ので遠くからではよくわかりませんが、様々な色、 形の
コスモスが咲きます。近づいてじっくり見てください。

開催日／9月19日（土）～11月3日（火・祝）予定
開催時間／午前9時30分～午後5時
休園日／10月12日 (月）
開催場所／木曽三川公園センター
　　　　　（岐阜県海津市海津町油島255-3）
木曽三川公園管理センター　☎0584-54-5531

シエナ・ウインド・オーケストラ
コンサート
日本を代表する吹奏楽団シエナ・ウインド・オーケス
トラと、テレビでもお馴染みの指揮者青島広志氏によ
る演奏。コンサートの最後には、ご来場の皆様とシエ
ナ・ウインド・オーケストラとの共演コーナーも！！

開催日／10月3日（土）
開催時間／午後3時開演（午後2時30分開場）
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館
　　　　　イベントホール
　　　　　（米原市下多良2丁目137）
指揮者／青島広志
入場料／全席指定
　　　　一般2,000円
　　　　青少年（25歳未満）1,000円　
　　　　※未就学児入場不可
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

カーニバルッチ ～多文化共生事業～
カーニバルッチでは、外国と日本の踊りなどを実施
し、それぞれの文化を紹介します。いろんな国の食文
化も屋台で楽しむことができ、市民交流プラザとし
て、多文化共生を目指した催し物を全館で展開しま
す。地域に住む外国籍の方にも、ルッチプラザを気軽
に利用いただくきっかけ作りに、また、市民との交流
の場に是非お越しください。

開催日／10月４日（日）　
時間／午前10時～午後3時

入場料／無料
開催場所／米原市民交流プラザ　階段シアター周辺
　※雨天の時はベルホール310（多国籍屋台は駐車場）
　（滋賀県米原市長岡1050-1）
米原市民交流プラザ　☎0749-55-4550

リラックスパフォーマンス
『ようこそ、バレエの世界へ』
日本で唯一クラシックバレエの鑑賞をバリアフリー化
したプログラムを持つスターダンサーズ・バレエ団に
よる子どもも大人も楽しめるバレエ公演。

演目／
　前半：バレエ解説　チャイコフスキー三大バレエ　

白鳥の湖、眠りの森の美女、くるみ割り
人形より抜粋

　後半：シンデレラ（全1幕）
開催日／10月10日（土）
開催時間／午後3時開演（午後2時15分開場）
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館　イベントホール　
　　　　　（米原市下多良2丁目137）
入場料／全席指定
　一般2,000円
　青少年（25歳未満）1,000円
　※4歳以上入場可、障害手帳お持ちの方1,000円
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

スタインウェイリニューアル記念コンサート
～新しい音色をお楽しみください～
ルッチプラザが開館して 20 年が経ち、スタインウェ
イ（グランドピアノ）にも大分疲労が溜まってきま
した。そのためのオーバーホール（改修）をし、リ
ニューアルを記念してのコンサートを開催いたしま
す。リニューアルされたグランドピアノの音色を４人
のプロピアニストが演奏します。ピアノソロ演奏や声
楽とのアンサンブルです。新しい音色をぜひお楽しみ
ください。

開催日／10月17日（土）
時間／午後2時開演　午後1時30分開場　
　　　（終演予定午後4時）
開催場所／米原市民交流プラザ　ベルホール310　
　　　　　（滋賀県米原市長岡1050-1）
入場料／無料　全席指定
　　　　※整理券が必要となります。
整理券配布日／8月5日（水）　午前10時～
予約専用電話での受付　☎0749-55-7150
米原市民交流プラザ　☎0749-55-4550

文化財保護法制定 70 年記念
特別企画展
三重刀剣紀行 ～村正の煌めき～
今年が文化財保護法制定 70 年にあたることから、刀剣
をテーマに文化財保存の重要性を知っていただく展覧会
を開催します。（公益財団法人岡田文化財団助成事業）

開催期間／10月17日（土）～11月29日（日）
開催時間／午前 9 時 30 分～午後 5時まで
　　　　　（入館は午後 4 時 30 分まで）
休館日／10月19日（月）、26日（月）
　　　　 11月   2 日（月）、9日（月）
　　　　　　   16日（月）24日（火）
入館料／高校生以上500 円
　　　　中学生以下無料
桑名市博物館　☎ 0594-21-3171

中村航小説講座
～読みたい大垣、書きたい大垣～
大垣出身の作家、中村航を講師に招き、入門的な小説講
座を開催します (全 5回 )
大垣出身の俳優・内藤裕志 ( 文学座 )による、朗読指導
のうえ、自作の朗読をします。
受講者は郷土大垣を素材とした短編小説を書き上げ、成
果物として小冊子を発行します。

開催日／
　①10月17日（土）　午後2時～
　　「小説とは何か～小説の書き方」
　②10月18日（日）　午前10時30分～
　　「市内まち歩き」
　③11月21日（土）　午後2時～
　　「中間指導」
　④11月22日（日）　午前10時30分～
　　「中間指導②、朗読試演」
　⑤3月20日（土）　午後2時～
　　「講評会、朗読会」
開催場所／大垣市スイトピアセンター
　　　　　男女共同参画活動室①③④
　　　　　スイトピアホール⑤
　　　　　市内散策②
定員／20名（高校生以上）
参加費／6,000円
発売日／9月4日（金）　午前10時～
販売場所／大垣市文化事業団ホームページ　
　　　　　(電話及び窓口での申し込み不可 )
　 （公財）大垣市文化事業団
　 ☎ 0584-82-2310
　  http://www.og-bunka.or.jp/

びわ湖アンサンブルフォレスト
2020
滋賀ゆかりのアーティストがお届けする演奏会。

File1「室内楽への誘い」
開催日／8月2日（日）
時間／午後2時開演（午後1時30分開場）
出演／岩﨑弓乃（ヴァイオリン）
　　　岩﨑弓夏（チェロ）
　　　千葉遥一郎（ピアノ）

File2「琵琶にまつわる怪しい
　　　 （不思議な）はなし」
開催日／8月22日（土）
時間／午後3時開演（午後2時30分開場）
出演／川嶋信子（薩摩琵琶奏者）
　　　塚田陵子（語り）

開催場所／滋賀県立文化産業交流会館　小劇場
　　　　　（米原市下多良2丁目137）
入場料／無料（要整理券／限定各100席）
　　　　※整理券配布中（会館窓口のみ取扱）
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

早川鉄兵×慶雲館
切り絵の世界
切絵作家の早川鉄兵氏による切絵展です。慶雲館の純
和風な雰囲気と切絵絵本に登場する動物たちが織り成す
ファンタジックな空間をお楽しみください。

開催日／8月8日（土）～8月30日（日）
開催場所／慶雲館
長浜観光協会　☎0749-65-6521

春／夏御在所岳
フォトコンテスト
グリーンキャンペーンに合わせて、緑が濃くなった御
在所岳をテーマとする。応募作品の 1 点は「新緑」
「緑」を題材にした写真を必ず入れる。一人 5点まで
応募可。

募集対象／4月 1日～ 8月 31 日に撮影した写
真。モノクロ、加工、合成不可。未発表作品に
限る。スマートフォンでの撮影可。

締め切り／9月4日 (金 )　午後5時

応募方法／御在所ロープウエイのホームページウ
エブフォームから応募する。ウエブでの応募が
出来ない方は、SDカードを切符売り場窓口まで
持参する。郵送不可。

賞／グランプリ：商品券50,000円、他
御在所ロープウエイ　☎059-392-2275

極小美術館　片岡美保香展
片岡は加納高校美術科から愛知県立芸大を卒業し、極
小美術館のグループ展に出品した。デビューは早く、
名古屋の現代美術の企画画廊で 2 度の個展を開催。
今、注目を浴びている作家のひとりである。

開催日／8月2日(日 )～ 9月27日( 日 )
観覧の方法／希望者は 090-5853-3766 まで

連絡ください。　入場無料
開催場所／極小美術館
　　　　　（岐阜県揖斐郡池田町草深大谷 939-10）
アクセス／JR 大垣駅より養老鉄道 20 分
　　　　　美濃本郷駅下車1.8㎞
　　　　　タクシー利用者は養老鉄道池野駅下車

木曽三川公園夏の水物語
公園北ゾーンは、元気な夏のお花「ひまわり」で、彩られ
ます。八重咲きの花が豪華な「東北八重」と大型な花が
魅力のハイブリッドサンフラワーが楽しめます。

南ゾーンには、涼しげな「アサガオ花壇」が登場します。

開催日／8月1日（土）～30日（日）
時間／午前 9 時 30 分～午後 6時
休園日／期間中の休園日はありません
開催場所／木曽三川公園センター
　　　　　（岐阜県海津市海津町油島 255-3）
木曽三川公園管理センター

　 ☎ 0584-54-5531

トゥーアールランド
世界中の演劇祭から大絶賛のパォーマンスカンパニー
「to R mansion」によるワークショップとパフォーマン
スショー。

身体表現ワークショップ
開催日／9月5日（土）、6日（日）
※当初の7/24、25が変更となっております。
開催時間／各日
①午前11時開始（対象：小学１～３年生）
②午後1時30分開始（対象：小学４～６年生）
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館　練習室
　　　　　（米原市下多良2丁目137）
入場料／無料（申し込みは、会館窓口・HP）
　　　　※各20名まで
講師／to R mansion（トゥーアールマンション）

パフォーマンスショー
出演／to R mansion（トゥーアールマンション）
開催日／9月27日（日）
開催時間／
　①午後1時開演（午後12時30分開場）　
　②午後3時30分開演（午後3時開場）
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館　小劇場
入場料／一般：2,000円
　　　　青少年（25歳未満）：1,500円

　　　　親子ペア：3,000円
　　　　家族4人：4,000円
※親子ペア・家族券は会館窓口のみの販売となります。
滋賀県立文化産業交流会館

　 ☎ 0749-52-5111

ガッキーとゆかいな音楽仲間
コンサート
音楽が大好きなガッキーが、仲間と一緒に飛び切りのお
もてなしをします。みんなで一緒に歌ったり、リズム合
奏をしたりと０歳からおじいちゃん、おばあちゃんま
で、見て聴いて楽しめる参加型のコンサートです。ご家
族おそろいで、ぜひお越しください。

開催日／9月6日(日 )
開催時間／午後2時開演（午後1時30分開場）
開催場所／米原市民交流プラザ　ベルホール 310
　　　　　（滋賀県米原市長岡1050-1）
料金／全席指定
　前売・当日共　500 円
　3 歳未満のお子様大人一人につき一人まで膝上
鑑賞無料　お席が必要な場合はチケット必要
販売／米原市民交流プラザ　☎0749-55-7150　
　　　（取り置きのみの販売）
米原市民交流プラザ　☎0749-55-4550

秋季企画展 巡る季節 ～四季の風景～
四季折々を描いた絵画作品を中心に展示します。

桑名市博物館　☎ 0594-21-3171

2階特集陳列
陶芸乱舞／収蔵刀剣展Ⅱ
開催期間／9月5日（土）～10月4日（日）
開催時間／午前 9 時 30 分～午後 5時まで
　　　　　（入館は午後 4 時 30 分まで）
休館日／9月7日（月）、14日（月）
　　　　　　 23日（水）、28日（月）
入館料／高校生以上150 円
　　　　中学生以下無料
桑名市博物館　☎ 0594-21-3171

親子カレー教室
家族で楽しくアウトドアカレーを作ります。食後は午
後 4時まで滞在 OK ！のレイトチェックアウトコミコ
ミ価格。宿泊者対象のイベントになります。

開催日／9月6日（日）、13日（日）、27日（日）　　　　　　　　　　　　　　　
開催時間／午前10 時 30 分～
開催場所／NEO キャンピングパーク
　　　　　（岐阜県本巣市根尾下大須１４２８-１）
参加料／一組：3500 円
NEO キャンピングパーク　☎0581-38-9022
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ENGLISH GARDEN ローザンベリー多和田
■ 夏季営業延長のお知らせ
暑い季節は、ゆっくりとお出かけいただけます !

開催日／7月1日 (水 ) ～ 9月 30日 (水 )
　　　　 午前10時～午後６時
　　　　 ( 入園最終受付～午後5時 )

■ 「ひつじのショーン」エリアに
　 新スポット登場 !
大人気の「ひつじのショーン ファームガーデン」に登場

した新スポットは『映画 ひつじのショーン　UFOフィー 

バー ! 』の作品のなかに出てくる、牧場主のアイデア

で、ビッツアーとひつじたちが作ったテーマパークを再現

したリアルな体験空間となっています。新スポット内には

新しいキャラクターのルーラが登場 ! おなじみのキャラ

クターたちも映画のコスチュームでお客様をお出迎えしま

す。作品の世界そのままの撮影スポットや実際に遊べる

ミニゲームなど、大人も子どもも一緒に楽しめるスポット

となっています。

ローザンベリー多和田　☎0749-54-2323
　 （米原市多和田 605-10）

番場資料館オープン
米原市番場で生まれ育った彫刻家・泉亮之の生家を資料
館として活用したもの。6月7日に開館したばかり。亮之
は明治から大正にかけて活躍し、ワシントンの国際博覧
会などで入賞。大隈重信が亮之の作品であるドクロがつ
いた杖を愛用していたとされ、「ドクロを作らせたら右に
出るものはない」と言われていた。中山道や、山城であ
る鎌刃城の解説パネルなどもある。（さんごく誌 Vol29
に記事記載）

開催日／ 土・日
時間／午前10 時～午後 2時
開催場所／滋賀県米原市番場
番場の歴史を知り明日を考える会

　 代表：泉 峰一　☎090-5047-0153

鉄道模型展示と
“清水薫”鉄道写真遺作展
鉄道模型レイアウトの車両（80 分の1サイズ）を実際に
走行させ、運転手体験をお楽しみいただけます。また、
鉄道写真家清水薫氏の北陸本線をテーマに撮影された写
真を特選し、展示しております。子供から大人までお楽
しみいただけます。

開催日／7月11日（土）～8月30日（日）
開催場所／長浜鉄道スクエア
長浜観光協会　☎0749-65-6521

桑名市博物館　夏休み企画展
「よみがえる連鶴̶新史料から
『秘伝千羽鶴折形』のルーツを探る―」
夏休みの学習支援展示として、桑名の千羽鶴とその最
新の研究について紹介します。（素雲鶴研究会共催）

開催日／7月15日(水 )～ 8月30日( 日 )
時間／午前9時30分～午後5時
　　　（入館は午後4時30分まで）
休館日／毎週月曜日、火曜日
開催場所／桑名市博物館

　　　　　（三重県桑名市京町37-1）・２階展示室
入館料／高校生以上150円、中学生以下無料
桑名市博物館　☎0594-21-3171

道の駅池田温泉お楽しみ企画
道の駅お楽しみビンゴ大会
開催日／毎月　第 2土曜
時間／午後2時～
開催場所／揖斐郡池田町片山　道の駅池田温泉
定休日／毎週水曜日
道の駅池田温泉　☎0585-45-0037

道の駅池田温泉お楽しみ企画
紙飛行機飛ばし大会
開催日／毎月　第 3土曜
時間／午後2時～
開催場所／揖斐郡池田町片山　道の駅池田温泉
定休日／毎週水曜日
道の駅池田温泉　☎0585-45-0037

特別展
石田三成～幻の大垣城決戦～
関ケ原合戦 420 年を記念して、西軍を率いた石田三成
に焦点を当てた展示です。

開催日／～令和 3 年1月11日
開催場所／大垣城　大垣市郭町2-52
　　　　　JR大垣駅から徒歩7分
入館料／200円 (18歳未満無料 )
休館日／火曜日、祝日の翌日、年末年始　
0584-74-7875






