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サンリオファミリーミュージカル
ピューロマスケティア
～ 3 人のやさしい銃士たち～
ハローキティと仲間たちがお送りする「三銃士」をモ
ティーフとした「愛」と「友情」を育む冒険の旅！の物語。

開催日／ 12 月 19 日（日） 
開催時間／
　１回目：11：00 開演（10：00 開場）  
　２回目：14：00 開演（13：00 開場） 
開催場所／北勢市民会館さくらホール 
入場料／ 税込・全席指定： 2,500 円
　※３歳以上有料。３歳未満は保護者１名につき

お子様１名までひざ上無料。お席が必要な場
合は有料です。

発売日／ 10 月18 日（月） 
（一社）いなべ市芸術文化協会

　 ☎ 0594-82-1551 

長浜盆梅展
歴史・規模ともに日本一の長浜盆梅展は今年 71 回目を迎
え、明治時代の和風建築と盆梅の調和をお楽しみいただ
けます。また、昨年に続き、切り絵作家・早川鉄兵さん
の作品とのコラボ展示が登場します。約 90 鉢の梅の盆栽
を咲き具合に応じて入れ替え、常時展示しているため、会
期中はいつお越しいただいても見ごろの盆梅をお楽しみい
ただけます。

開催期間／令和4 年1月9日（日）～3月10日（木）
開催時間／ 9：00 ～17：00
　　　　　※最終入館は 16：30
　　　　　※ライトアップ時は～ 20：30
開催場所／慶雲館（滋賀県長浜市港町 2-5）
入場料／大人：800 円 、小中学生：400 円 

公益社団法人　長浜観光協会
　 ☎ 0749-53-2650
 　https://bonbai.jp/

プライムコンサート 2021
北川千紗
ヴァイオリンコンサート
第 89 回日本音楽コンクール「ヴァイオリン部門」第１位。
数々の国際コンクール等で優勝。また、大垣市文化奨励賞、
大垣市民大賞を受賞した北川千紗によるコンサートです。

開催日／ 1 月 7 日（金）
開催時間／ 18：30 ～
開催場所／大垣市スイトピアセンター  文化ホール　
出演／北川千紗（ヴァイオリン）
　　　五島史誉（ピアノ）
料金／指定席
　　　一般：2,000 円、ペア：3,000 円
　　　高校生以下：1,000 円
申込日／ 11 月19 日（金）　10：00 ～

( 公財 ) 大垣市文化事業団
　 ☎ 0584-82-2310 大垣市室本町 5-51

　 http://www.og-bunka.or.jp/

Full Brass Five 金管五重奏
華やかでカッコよく、ときに温かく優しい金管楽器の魅力を
「真鍮で出来た五つの華」がたっぷりと お届けします！

開催日／１月 16 日（日） 
開催時間／ 14：00 開演（13： 30 開場） 
開催場所／北勢市民会館さくらホール
入場料／税込・自由席：500 円
　　　　※未就学児の入場はご遠慮ください。
発売日／ 12 月 6 日（月） 

（一社）いなべ市芸術文化協会
　 ☎ 0594-82-1551

特別企画展　やまと絵のしらべ
―帆山花乃舎と復古大和絵―
幕末から明治にかけて活躍した画僧・帆山花乃舎の絵画
作品を展示します。（特別協力：独立行政法人国立文化
財機構文化財活用センター、東京国立博物館、京都国立
博物館）

開催期間／ 1 月 22 日（土）～ 2 月 27 日（日）
開館時間／ 9：30 ～17：00
　　　　　（入館は 16：30 まで）
開催場所／桑名市博物館
観覧料／高校生以上：500 円、中学生以下：無料
　　　　会期中休館日／毎週月曜日

桑名市博物館　三重県桑名市京町 37-1
　 ☎ 0594-21-3171　FAX0594-21-3173

帆山花乃舎《屏風「桜狩」》桑名市博物館蔵

大通寺あせび展
全国的にも珍しい馬酔木（あせび）の盆栽展です。馬酔
木は毒性があり、馬が葉を食べると麻痺するといわれて
いますが、その花は可憐で鈴蘭に似た壺型の小花を房状
につけます。馬酔木の盆栽の中には、幹の直径は 20㎝以
上、高さ 2ⅿ以上、樹齢約 300 年以上という古木もあり
ます。寺では毎年、赤、白、ピンクの約 100 鉢の馬酔木
が見る人を楽しませてくれます。

開催日／ 2 月11日（金・祝）～ 4 月17 日（日）
開催場所／真宗大谷派長浜別院大通寺
　　　　　（滋賀県長浜市元浜町 32-9）
入場料／高校生以上：500 円
　　　　小中学生：100 円 

真宗大谷派長浜別院大通寺
　 ☎ 0749-62-0054
　 http://www.daitsuji.or.jp/daitsuji

あげきのおひなさん
いなべ市北勢町阿下喜を舞台に開催される「あげきのお
ひなさん」 昭和の風情が残る阿下喜のまちなか約 100 軒
でおひなさまが展示されます。段飾りや吊るしびな、手作
りの作品などが飾られ、華やかな雰囲気に包まれた阿下
喜のまちなかをゆっくり散策しながらお楽しみください。

開催日／２月19 日（土）～３月６日（日）
開催場所／いなべ市北勢町阿下喜地内　
料金／ 無料 

いなべ市農林商工部商工観光課
　 ☎ 0594-86-7833

いなべ市農業公園 梅まつり
三重県北部にあるいなべ市農業公園 梅林公園では、東海
エリア最大級の 100 種類・4,000 本以上の梅が咲き乱れ
ます。 広大な鈴鹿山脈と梅の花のコラボレーションを満
喫してください。 まつり期間は、開花状況により日程が
変更になる場合がありますのでご注意ください。

開催日／２月下旬～３月中旬 
開催場所／いなべ市農業公園 梅林公園 
料金／大人（中学生以上）：500 円
　　　小学生以下：無料
　　　団体割引（大人 20 名以上）：400 円 

いなべ市農業公園 エコ福祉広場 管理事務所
　 ☎ 0594-46-8377

春の企画展  刀剣幻
ファンタジア

想曲・再演
2 階特集陳列 : 桑名市出土品展
　　　　　　　―地面の下には何がある？―
COVID-19 の影響により中止となった展覧会を再度企画。
館蔵の刀剣・刀装具を中心にご覧いただきます。

会期／ 3 月12 日（土）～ 5 月 8 日（日）
開館時間／ 9：30 ～17：00
　　　　　（入館は 16：30 まで）
観覧料／高校生以上150 円、中学生以下無料
休館日／毎週月曜日
　　　　（ただし 3/21（月）は開館、3/22（火）

は休館いたします）
　　　　祝日の翌日、展示入替期間

桑名市博物館　三重県桑名市京町 37-1
　 ☎ 0594-21-3171　FAX0594-21-3173

【桑名市指定文化財】
《刀　銘　備前介藤原宗次》天武天皇社蔵

三国歳時記に、イベント情報を
お寄せいただく方

次回の「さんごく誌」の発行は
令和4年3月です。
三国歳時記に記載希望の方は
2022年2月7日（月）までに
ご連絡ください。

ドライブインシアター
上映作品：「母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思っ
た。」など。「with コロナ時代」の「新しい日常」で楽
しめるエンターテイメント。車の中で映画を鑑賞するので
不特定多数の人との接触を避け、ソーシャルディスタンス
を保ちながら映画を楽しむことができます。上映するの
は、池田町がロケ地となった作品等。また、上映が始ま
るまでの時間は、地元の特産品をはじめ、地元事業者に
よる「池田町マルシェ（仮）」を開催します。多くの人に
池田町を知ってもらい、魅力を感じて頂く機会です。豪華
プレゼントが当たる抽選等もありますのでぜひ、お越しく
ださい。

開催日／ 11 月 20 日（土）、21日（日）
開催時間／ 1 部：17：15 から上映
　　　　　 2 部：19：40 から上映
　　　　　※ 2 日目は 1 部のみ
開催場所／池田公園北駐車場　
　　　　　（岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原 231）
上映作品／
　「母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。」
　「ブルーヘブンを君に」
　「ボスベイビー」
料金／１台：3,000円（税込み）（観賞代＋特典）

池田町役場　産業課　商工観光係
　 ☎ 0585-45-3111　FAX0585-45-8314

冬の光物語
今年のテーマは「銀河鉄道の旅」です。春秋には花で覆
われる大花壇一面が、輝くイルミネーションに変わりま
す。※掲載写真は昨年のもの。

開催期間／ 11 月 27 日から12 月 26 日
　　　　　 期間中無休
開催時間／点灯は 16：30 ～ 21：00
開催場所／国営木曽三川公園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　FAX0584-54-5533

第 16 回秋キャンプ大会
秋の味覚「富有柿」の重量当てやビンゴゲームなどを開催
します。
※新型コロナウイルス感染状況等により、イベント内容及

び時間を変更または中止する場合があります。

開催期間／ 11 月 27 日（土）～ 28 日（日）
開催場所／ NEO キャンピングパーク　

NEO キャンピングパーク
　 ☎ 0581-38-9022（9：00 ～17：00）

inabe フードフェスタ
いなべ市を中心に美味しい食が大集合！ベーグルやガパオ
ライス、甘夏ソーダなどこの日だけのラインナップ。

開催日／ 11 月６日（土） 
開催時間／ 10 ：00 ～16：00 
開催場所／いなべ市役所玄関前広場 

（一社）グリーンクリエイティブいなべ
 　 ☎ 0594-72-7705

北海道歌旅座
ザ・コンサート 2021
札幌市を拠点に「ニッポン全国市町村公演」と銘打って
活動を続ける一座、それが北海道歌旅座です。 愛の讃
歌、恋の季節、お久しぶりね、また逢う日まで、ラブ・イ
ズ・オーバーなど懐かしい曲をお届けします。

開催日／ 11 月７日（日） 
開催時間／ 13： 30 開演（13：00 開場） 

開催場所／北勢市民会館さくらホール 
入場料／ 税込・自由席  1,500 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。 

( 一社）いなべ市芸術文化協会
　 ☎ 0594-82-1551

びわ湖ミュージックフォレスト
File７
津軽三味線
2019 年津軽三味線世界大会Ａ級優勝の現役大学生 駒田
早代による演奏会です。

出演者／駒田早代
開催日／ 12 月 9 日（木）
開催時間／ 14：00
入場料／無料（要整理券）
会場／滋賀県立文化産業交流会館 小劇場

滋賀県立文化産業交流会館
　 ☎ 0749-52-5111

駒田早代

びわ湖ミュージックフォレスト
File ８
ピアノ三重奏 米原公演
出演者／玉井菜彩（ヴァイオリン）
　　　　河野文昭（チェロ）、久末 航（ピアノ）
曲目／シューベルト ピアノ三重奏曲 第２番
　　　変ホ長調 op.100 D929 ほか
開催日／ 12 月12 日（日）
開催時間／ 14：00
入場料／前売：2,000 円
　　　　※発売日：10 月 2 日（土）
会場／滋賀県立文化産業交流会館 小劇場

滋賀県立文化産業交流会館
　 ☎ 0749-52-5111

玉井菜彩

NEO クリスマス CAMP
クリスマスキャンプで大切な人と過ごすひとときは、最高
の思い出になる事間違いなし。寒さ対策を万全にして、ク
リスマスキャンプを楽しみましょう！
※新型コロナウイルス感染状況等により、イベント内容及

び時間を変更または中止する場合があります。

開催日／ 12 月 25 日（土）～ 26 日（日）
開催場所／ NEO キャンピングパーク

NEO キャンピングパーク
　 ☎ 0581-38-9022（9：00 ～17：00）

CAMP

年越しキャンプ
キャンプで過ごす大晦日は、いつも以上に特別感がアッ
プします。１年間お世話になった自然に感謝をしながら、
キャンプ場でカウントダウンを楽しみましょう！
※新型コロナウイルス感染状況等により、イベント内容及

び時間を変更または中止する場合があります。

開催日／ 12 月 31日（金）
開催場所／ NEO キャンピングパーク

NEO キャンピングパーク

　 ☎ 0581-38-9022（9：00 ～17：00）

かるクラ・ウィンドオーケストラ
コンサート in いなべ
東海地方で活躍する演奏家によるオーケストラ『かるク
ラ・ウィンドオーケストラ』が、親しみやすい曲で皆さん
を魅了する吹奏楽コンサート。

開催日／ 12 月 11 日（土） 
開催時間／ 14：30 開演（14：00 開場） 
開催場所／ 北勢市民会館さくらホール 
入場料／ 税込・自由席：1,000 円
　　　　※未就学児の入場はご遠慮ください。 

（一社）いなべ市芸術文化協会
　 ☎ 0594-82-1551

企画展　突破
―ヴィアティン三重、2021 年の軌跡―
2021年のシーズンを振り返る企画展を開催。（共催：ヴィ
アティン三重ファミリークラブ）

開催期間／ 12 月11日 ( 土 ) ～12 月19 日 ( 日 )
開館時間／ 9：30 ～17：00
　　　　　（入館は 16：30 まで）
開催場所／桑名市博物館
観覧料／高校生以上：150 円、中学生以下：無料
休館日／会期中休館日：12 月13 日 ( 月 )

桑名市博物館　三重県桑名市京町 37-1
　 ☎ 0594-21-3171　FAX0594-21-3173
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文化芸術×共生社会フェスティバル
ぶんさん0歳児からのコンサート
出演者／びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登

録メンバー、大阪交響楽団メンバーによる特別
アンサンブル

曲目／アイネ・クライネ・ナハトムジーク
　　　オー・ソーレ・ミオ、踊りあかそう
　　　ドラえもんメドレー
　　　オペラ≪魔笛≫ハイライト　ほか
開催日／ 11 月 23 日（火・祝）
開催時間／ 14：00 開演
入場料／一般：2,000 円
　　　　青少年（25 歳未満）：1,000 円
会場／滋賀県立文化産業交流会館
　　　イベントホール

滋賀県立文化産業交流会館
 　☎ 0749-52-5111

大阪交響楽団メンバーによる特別アンサンブル

鴨料理
11 月15 日の鴨狩猟解禁にあわせ、長浜の各料理店では
冬の名物「鴨すき」などの鴨料理が始まります。長浜の鴨

料理は、多くの店で天然の真鴨を食材としています。

開催期間／ 11 月15 日～ 3 月下旬
開催場所／長浜市内十数店舗

公益社団法人　長浜観光協会
　 ☎ 0749-53-2650

第 10 回フェアトレードデイ垂井
フェアトレード＆地産地消の出店（約 30 店舗）と、池田
町在住の写真家・大西暢夫さんのトーク、揖斐川町在住
のファミリーバンド・バクマイズの演奏など。

開催日／ 11 月 7 日（日）
開催時間／ 10:00 ～15：00
開催場所／朝倉運動公園（不破郡垂井町宮代）

フェアトレードデイ垂井実行委員会事務局
　 （NPO 法人泉京・垂井）
　 ☎ 0584-23-3010（火～土 10:00 ～17:00）

フェアトレードキャラクター・バナナマンと高校生

城下町大垣きもの園遊会
きもの園遊会おもてなし
きものを着た方が事前配布または当日受付で配布する手
形台紙を持って各店舗を巡る。

開催場所／大垣駅通り、本町通り
　　　　　奥の細道むすびの地記念館　
　　　　　美濃路周辺
開催日／ 11 月 7 日（日）
開催時間／ 10：00 ～14：00
●お楽しみ抽選会
　・と　き／ 11 月 9 日（火）
　・ところ／大垣観光協会
　・対象者／イベント当日の14：00 までに、
　　　　　　抽選箱に手形台紙を投函した方
　・内　容／城下町大垣きもの園遊会実行委員会
　　　　　　による抽選を実施。
　　※当選発表は商品の発送をもって替える。
　・抽選箱／新大橋西側橋上広場
　　　　　　奥の細道むすびの地記念館
●写真撮影会
　・と　き／11 月 7 日（日）
　　　　　　10：00 ～14：00
　・ところ／奥の細道むすびの地記念館
　　　　　　無何有荘大醒榭　※雨天時は館内
　・概　要／きもの園遊会参加者を対象に、無何
　　　　　　有荘 大醒榭前で写真撮影を行う。
　　※希望される場合は、きもの園遊会参加者以
　　　外も参加可とする。
　・料　金／無料（一般参加者　500 円）
※開催日時、内容等は変更となる場合があります。

大垣観光協会（大垣市船町 2-26-1）
　 ☎ 0584-77-1535

三浦瑠麗講演会
世界はどこへ向かおうとして
いるのか
国際政治学者　三浦瑠麗氏による講演会。 「世界はどこ
へ向かおうとしているのか」をテーマに、現代の日本が持

つ問題や疑問に対して切り込みます。

開催日／ 11 月13 日 ( 土 )
開催時間／ 14：00 ～
開催場所／大垣市スイトピアセンター 文化ホール　
講師／三浦瑠麗
料金／指定席
　　　一般：2,000 円、ペア：3,500 円
申込日／ 10 月 8 日（金）　10：00 ～

(公財) 大垣市文化事業団
　 ☎ 0584-82-2310 大垣市室本町 5-51
　 http://www.og-bunka.or.jp/

大垣市中心市街地商店街
ぷちハツラツ市
商店街ワゴンセール、ハツラツフード　他

開催日／ 11 月 7 日（日）　

開催時間／ 10：00 ～15：00
開催場所／大垣駅通りほか中心市街地

大垣市商店街振興組合連合会
　 （元気ハツラツ市実行委員会）
　 ☎ 0584-78-7496
※開催日時、内容等は変更となる場合があります。

プラネタライブ　星空コンサート
アコースティック　ポップスデュオ
開催日／ 11 月13 日（土）
開催時間／ 14：00 ～
開催場所／大垣市スイトピアセンター 
　　　　　コスモドーム（プラネタリウム）　
出演／JerryfishMoon
料金／自由席：500 円
申込日／ 2021 年 10 月15 日（金）10:00 ～

(公財) 大垣市文化事業団
　 ☎ 0584-84-2000 大垣市室本町 5-51
　 http://www.og-bunka.or.jp/

谷汲山華厳寺のもみじ
谷汲山華厳寺は 798 年（延暦 17 年）に豊然（ブネン）
上人が開創した天台宗の寺。西国三十三番満願霊場であ
り、満願成就の地でもある。”谷汲さん”の名で親しま
れる。門前の紅葉並木は圧巻の絶景！お店もたくさんあ
り、歩くだけでワクワク！

期間／ 11 月中旬～下旬
場所／岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積２３ 

揖斐川町観光プラザ　☎ 0585-55-2020

両界山横蔵寺のもみじ
両界山 横蔵寺は 803 年 ( 延暦 22) に伝教大師最澄が創
建したと伝えられる寺。22 体の国の重要文化財が安置さ
れ、多くの絵画、書籍を蔵していることから" 美濃の正倉
院 "と呼ばれている。中でも 200 年前に即身成仏したとい
う妙心法師の舎利仏は有名。医王橋 ( 写真下の橋 ) が今
年改築され綺麗になったのでより映えるはず！

期間／ 11 月中旬～下旬
場所／岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲神原 1160 番地
　　　☎ 0585-55-2811

プラネタライブ
ハロウィンコンサート
パンドゥーラと歌の調べ
開催日／ 10 月 30 日（土）
開催時間／ 14:00 ～
開催場所／大垣市スイトピアセンター コスモドーム
　　　　　（プラネタリウム）　
出演／カテリーナ ＆ 田中美佐子
料金／自由席：500 円
申込日／ 10 月1日（金）10:00 ～

( 公財 ) 大垣市文化事業団
　 ☎ 0584-84-2000 大垣市室本町 5-51
　 http://www.og-bunka.or.jp/

カテリーナ 田中美佐子

かみいしづ
多良の山城を学ぼう！
講演会／
　演題：美濃上石津における中世城郭の成立事情
　講師：中井正幸岐阜聖徳学園大学非常勤講師
　開催日／ 10 月 30 日（土）
　開催時間／ 10：00 ～11：30
　開催場所／かみいしづ緑の村公園
　　　　　　奥養老セミナーホール
山城ウォーキング／
　コース／上石津郷土資料館―城ヶ平城跡―堅原
　　　　　城跡―上石津資料館（全行程約5キロ）
　開催日／ 10 月 30 日（土）
　開催時間／ 13：00 ～15：30
　　　　　　（受付 12:30 ～）
　定員／各 35 名（定員になり次第締め切ります）
　参加料／講演会のみ100 円
　　　　　山城ウオーキングのみ 200 円
　　　　　講演会と山城ウオーキング 300 円
申込方法／ 10 月1日～
　　　　　☎ 090-7315-3232（三輪）
　　　　　（10:00 ～16:00）
主催／多良歴史回廊案内の会

ハロウィンキャンプ大会
富有柿のジャックオーランタン作りや仮装コンテストな
ど、キャンプ場がハロウィン一色に染まります。
※新型コロナウイルス感染状況等により、イベント内容及

び時間を変更または中止する場合があります。

開催日／ 10 月 30 日（土）～10 月 31日（日）
開催場所／ NEO キャンピングパーク　

NEO キャンピングパーク
　 ☎ 0581-38-9022（9：00 ～17：00）

光ミュージアム所蔵
美を競う　肉筆浮世絵の世界展
北斎、広重、国芳、英泉ら浮世絵師直筆の一点ものが
111 点。絹地や和紙に直筆で表現された肉筆浮世絵は、
着物の文様、結髪の毛筋の精緻な描写など、絵師の技量
が発揮された貴重な一点ものです。江戸初期から明治期
にかけて約 240 年にわたる肉筆浮世絵の歴史的展開を体
系的に紹介します。

開催日／ 10 月 2 日（土）～11 月14 日（日）
　　　　※会期中無休
開館時間／ 9：30 ～17：30
開催場所／パラミタミュージアム
入館料／一般 1,000 円、大学生 800 円
　　　　高校生 500 円、中学生以下無料

（公財）岡田文化財団　パラミタミュージアム
　　三重郡菰野町大羽根園松ヶ枝町 21-6
　　☎ 059-391-1088
　　https://www.paramitamuseum.com

鳥園斎栄深、島君山《円窓の三美人》
寛政年間 (1789 ～ 1801)

特別企画展　本多忠勝と桑名
初代桑名藩主・本多忠勝および、本多家と桑名に関わり
のある資料を展示します。
（公益財団法人岡田文化財団助成事業）

開催期間／ 10 月 23 日 ( 土 ) ～11月 28 日 ( 日 )
開館時間／ 9：30 ～17：00
　　　　　（入館は 16：30 まで）
開催場所／桑名市博物館
観覧料／高校生以上 500 円、中学生以下無料
　　　　会期中休館日／毎週月曜日

桑名市博物館　三重県桑名市京町 37-1
　 ☎ 0594-21-3171　FAX0594-21-3173

【桑名市指定文化財】
《本多忠勝画像》立坂神社蔵

菰ビリティ
自然豊かな菰野町を電動の自転車やバイクに乗って巡る、
新しい「こもの旅」です！道の駅菰野や、湯の山温泉の旅
館等、7 か所にモビリティポート（レンタルできる施設）を
配置しています。環境にも優しい電動で、御在所ロープウ
エイ、キャンプ場など標高の高い観光地でも電動アシスト
ならスイスイ走れます。

貸出ポート／道の駅菰野　他 7 箇所
料金／ 3 時間：1,500 円（税込）～

一般社団法人　菰野町観光協会
　 ☎ 059-394-0050
　 https://www.kanko-komono.com/

いなこねマルシェ
子育てママによる、子育てママのためのイベントです。手
作り雑貨や食品、体験など色んなバザーが行われます。 
（新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、中止また

は変更になる場合があります。）

開催日／ 10 月 31 日（日） 
開催時間／ 午前 10 時から午後３時 

（一社）グリーンクリエイティブいなべ
　 ☎ 0594-72-7705

　 ☎■■■■■■■■

小谷城シャトルバス【後期】
小谷城は浅井氏三代の居城であった国指定の山城です。
麓から城跡までをつなぐ「小谷城シャトルバス」を期間限
定で運行。地元語り部（ボランティアガイド）が城跡にて
ご案内します。

開催期間／11月3日（水・祝）～11月23日（火・祝）
　　　　　　までの土日祝日
開催時間／ 9：45 ～16：15
開催場所／
　●バスの乗降・チケット販売
　　戦国ガイドステーション
　　（滋賀県長浜市湖北町伊部 757-1）
料金／ 500 円（4 歳以上）

公益社団法人　長浜観光協会
　 ☎ 0749-53-2650
※天候や感染症の影響により、運休や内容が一部

変更となる場合があります。ご注意ください。

びわ湖ミュージックフォレスト
File ６
打楽器～湖国へ届けるマリンバの音彩～
出演者／深田瑞穂、國領愛歩
曲目／M. ラヴェル：組曲「鏡」より 道化師の朝の歌
　　　 C.ドビュッシー：ダンス　ほか
開催日／ 11 月 3 日（水・祝）
開催時間／ 15：00 開演
入場料／無料（要整理券）
開催場所／滋賀県立文化産業交流会館　小劇場

滋賀県立文化産業交流会館
 　☎ 0749-52-5111

深田瑞穂 國領愛歩

スタジオアジュール
梅アート展
今年は昨年に引き続き、梅をテーマにスタジオアジュール
が手掛けた作品を展示します。スタジオアジュールは、
見る人に心地よく響く美しい作品作りをモットーにしてお
り、カメラとコンピューターを駆使した今までにない表現
領域のアート作品をお楽しみいただけます。

開催日／ 11 月13 日（土）～12 月 5 日（日）
開催時間／ 9：30 ～17：00
　　　　　※最終入館は 16：30
開催場所／慶雲館（滋賀県長浜市港町 2-5）
入場料／大人：300 円、小中学生：150 円

公益社団法人　長浜観光協会
 　☎ 0749-53-2650



18 18

次のことにご注意ください。
１）発熱や咳などの症状の方は、イベント等の参加をお断りされる場合がございます。
２）マスク着用でお願いします。
３）イベント等の参加の場合、検温・手首消毒にご協力ください。
４）会場によっては37.5 度以上の発熱がある方の入場をお断りする場合がありますので、
　　ご自宅で検温の上お出かけください。

　 ☎■■■■■■■■

ローザンイルミ 2021～ひかり奏でる丘～
関西最大級‼
自然派イルミネーション開催
そこは子どもの頃に想い描いた、絵本のような世界。美し
いびわ湖にかかる虹をくぐり、青いバラを咲かせる。そん

な奇跡のような夜をぜひお楽しみください。

会期／ 10 月８日（金）～
　　　 　　2022 年２月14 日（月）※予定
営業時間／開催時間は季節により異なります。
料金／詳しくは公式サイトをご確認く
　　　ださい
休館／
　※毎週火曜日定休
　　（祝日の場合は営業）
　※昼の部、夜の部と完全入れ替え制となりま

す。入場料も異なります。
　※ Web 予約優先

English Garden ローザンベリー多和田
　 ☎ 0749-54-2323

きもの DE 長浜
着物が似合う街長浜。女性も男性もお子様もどなたでも
着物で街を歩けば、様々な施設・店舗で特典を受けられ
ます。さぁ、今日からお得に街歩きしませんか？

開催期間／～令和４年３月１０日（木）
参加対象者／ 和装で散策される方
　　　　　　 （性別・年齢・地域内外を問わず）
開催場所／まちなか一帯ほか
参加方法／事前申し込み不要
優待施設・店舗／
　和装のお客様には、長浜の各観光施設や店舗に

て、無料入館やサービスの割引を受けられます。
　優待施設・店 舗と優待内容は、H P （http://

kitabiwako.jp/syusse/kimonode/）の優待
一覧をご覧ください。

抽選会／期間中、ご参加いただいた方は、浜ちり
めん着物等が当たる抽選会に参加できま
す。 

【参加方法】①②どちらも1日1回参加できます。
　①まちなか散策中の和装自撮り写真にハッシュ

タグ「 ＃き も の DE 長 浜 」 を 付 け て SNS
（Twitter,Instagram Facebook）に投稿。

　②湖北観光情報センターまたは、長浜観光協会
（えきまちテラス長浜 1 階）にて専用の抽選
用紙を投函。

【抽選用紙配布・投函場所】
　●湖北観光情報センター
　　住所：滋賀県長浜市元浜町 14-12
　　☎ 0749-65-0370
　　営業時間／ 9:30 ～16:30
　　定休日／ 12 月 29 日～1 月 3 日
　●長浜観光協会（えきまちテラス長浜 1 階）　
　　住所：滋賀県長浜市北船町 3-24
　　☎ 0749- ５３- ２５００
　　営業時間／ 9:00 ～17:00
　　定休日／ 12 月 29 日～1 月 3 日
※当選者には会期終了後の 3 月下旬にアプリのメッ

セージ機能または、お電話にてご連絡します。 
公益社団法人長浜観光協会

　 ☎ 0749-53-2650

NAGAHAMA　GLASS　FES
長浜のまちなかで大切に守られてきた歴史的建造物や古
民家、文化施設が会場となり、全国の多彩なガラス工芸
文化を地域と繋がりながら発信する創造交流型ガラス工
芸祭です。煌めくガラス作品にどうぞご期待ください。

開催日／ 10 月 23 日（土）～11 月 7 日（日）
開催場所／慶雲館（滋賀県長浜市港町 2-5）・黒
壁スクエア・中心市街地一帯

ナガハマグラスフェス実行委員会事務局
　 株式会社黒壁内　☎ 0749-65-2330
　 https://www.kurokabe.co.jp/event/9563/

びわ湖ミュージックフォレスト
File ５
室内楽～次世代を担う滋賀の逸材～
出演者／堀内心優彩（フルート）
　　　　谷田翔平（ヴァイオリン）
曲目／G.P. テレマン：フルート ソナタヘ短調
　　　TWV41:f1、A. オネゲル：牝山羊の踊り 
　　　クライスラー：レチタティーブヴォとスケル

ツォカプリス Op.6
　　　イザイ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第 6 番 ほか
開催日／ 10 月 24 日（日）
開催時間／ 14：00 開演
入場料／無料（要整理券）
会場／滋賀県立文化産業交流会館 小劇場

滋賀県立文化産業交流会館
　 ☎ 0749-52-5111

堀内心優彩 谷田翔平

郷味辛辛ジビれる
グルメスタンプラリー 第 4 弾
本巣市産ジビエや徳山唐辛子を使った料理が味わえるデ
ジタルスタンプラリーを開催します。今回は店舗と地元学
生がコラボ開発したオリジナルメニューを食べることがで
きます。また、地元で人気の YouTuber「たろにぃ」とコ
ラボし、YouTube のメインチャンネル・イ
ンスタグラムで紹介されます。「フリモアプ
リ」内で対象店舗のクーポンが取得できま
すので、ぜひご活用ください。皆様のご参
加をお待ちしています！

開催期間／ 10 月1日（金）～11 月 30 日（火）
開催場所／岐阜県本巣市内外開催店舗

ジビエ・唐辛子普及啓発実行委員会事務局
　 （本巣市役所　産業経済課　農政係）
　 ☎ 058-323-7755

第三回時
し ぐ れ

雨庵俳句大会
俳句募集のご案内
俳聖 芭蕉翁は元禄四年 (1691) 旧暦 10 月 4 日に垂井宿を
訪れ、本龍寺の住職 規外のもとで冬ごもりを楽しみまし
た。それから 330 年、垂井町には今なおその趣漂う古刹
本龍寺や垂井宿の街並みが残っています。改築された時
雨庵を中心に、秋の中山道垂井宿のたたずまいをご覧い
ただきながら、吟行しご投句いただきますようご案内しま
す。なお今大会は時節柄事前募集句のみとさせていただ
きます。

募集句／一人四句以内（一句でも結構です）
　　　　※自作未発表の作品であること。
　　　　※秋から冬の中山道垂井宿とその周辺を

詠んだ句とする。
　　　　※所定の葉書または官製葉書で応募する。
応募料／無料
募集期間／ 10 月1日（金）～11 月 30 日（火）
宛先／〒 503-2121　岐阜県不破郡垂井町 1667
　　　服部智恵方「第三回時雨庵俳句大会」係宛　　
　　　※葉書の裏面に俳句を書き、表面に応募者の

郵便番号・住所・氏名・結社名 ( 入ってい
る方のみ )・電話番号を必ず明記ください

選者／辻恵美子　　「栴檀」主宰　　　　　　　　
　　　足立賢治　　「天衣」主宰　　　　　　　　
　　　寺田好子　　「日輪」副主宰　　　　　　　
　　　後藤和朗　　「栴檀」同人　　　　　　　　
　　　高木万翠　　垂井町俳句協会名誉会長　
表彰／令和 4 年 1 月中旬
　　　時雨庵賞、規外賞、垂井町長賞、
　　　垂井町教育長賞、垂井町観光協会長賞、
　　　選者特選賞
主催／第 3 回時雨庵俳句大会実行委員会

岐阜県不破郡垂井町 1667　服部智恵
　 ☎ 0584-22-2035

極小美術館  企画展
espoir　加納明香
滋賀県在住の画家、加納明香の個展。絵によって風景に
迫るべく、外で風景を見るときと同じような、画面の範囲
をこえた広がりや、背後までも感じられる空間性を目指し
制作する。筆触や色のまざり方など、絵の空間でできるこ
とを探求し、奥行きがゆるやかにうつろうような絵画空間
をつくり出す。線や色斑などの要素をつなぐように描き、
どこかの景色を切り取るわけではない。だがそのたしかに
感じられる空間性は、見る人を“風景の体験”へといざなう。

開催日／ 10 月17 日 ( 日 ) ～11 月 21日 ( 日 )
開催場所／ 極小美術館
　　　　　 （岐阜県池田町草深大谷 939-10）
アクセス／
　• JR 大垣駅より養老鉄道で 20 分、
　　美濃本郷駅下車 1.8km ケアハウス近く。
　• タクシー利用の場合は養老鉄道池野駅下車
　　2.8km、約 10 分。
　• 車の場合、大垣西 IC より約 15 分。
　　R417 を北上し美濃本郷交差点左折 1.0km。
入場料／ 無料（要アポイントメント制）
※お手数ですが、事前にアポイントをとってお越し

ください。
極小美術館　☎ 090-5853-3766

　 http://www.kyokushou-museo.com

“herb” キャンバスに油彩、2020 年制作




