
Studio Mary's（スタジオ マリーズ） 

その他こだわりの雑貨、小物の販売も行います。 
10月30日（土）、10：30～12：30　窓辺に飾るハウス型 
サンキャッチャーまたはガラスのアクセサリー作成（費用 2,000円） 
お申し込みは【TEL.090‐9256‐4978】ゴズニ携帯まで。 

● 北比良986‐39　TEL.077‐596‐2565　http://www.geocities.jp/bonbondeverre/
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ほっとすてぃしょん比良 和食 

地域の食材を使った特産品の加工グループが、家庭の味でおもてなし。 
ここの自慢はのどかな景色と里の味。とれたて新米の里山弁当・コロッケ定食をお召し上が
りの方にはもれなく、お味噌の試食品プレゼント。 
おはぎ・米粉パン・製菓・ジャム全部手づくりでお待ちしています。 

● 北比良290‐1　TEL.077‐596‐1679　10：00～17：00　水・土・日営業 
　 http://www16.ocn.ne.jp/̃kitahira
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ペパーミントCafe 天然酵母のパン工房 

ゆったりソファに、サービスランチとシフォンケーキがおすすめ。 
温かく、ほのぼのとした雰囲気が魅力の店内で、体に優しい天然酵母の無添加パンをお召
し上がりください。サービスランチでご来店の方、ドリンクチケット3枚プレゼント。 

スクラップブッキング教室 

● 南比良466‐7　TEL.077‐592‐1515　10：00～24：00　無休 
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mimosa（みもぅざ） タイ料理 

本場のタイ料理で汗をおもいっきりかいて、このあつさを乗り切ってください。 
お待ちしております。 

● 北小松1748‐142　TEL.077‐596‐1164　9：00～18：00　定休日：月 
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r i re f ranc（リールフラン） 洋食・ジャズ 

ランチ・お茶・ケーキのお店。ヨーロッパの家具が醸すシックな店内でジャズを聴きながら食事を
楽しめます。メインが日替わりのランチ950円、ケーキセット750円などが人気。 
（ご家族・ご友人様とのパーティーのご利用を承ります。パーティーは予約制） 

● 北比良984‐261　TEL.077‐596‐0905 
 　9：00～19：00（パーティーご利用の場合時間延長） 
　 定休日：火／第3火・水・祝日は営業いたします。　 http://www.eonet.ne.jp/̃rire-franc/
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Roz & Mary（ロズ&マリー） 自家製シフォンケーキとパスタ 

こだわり卵を使ってふわふわに焼き上げたボリュームたっぷりの特製シフォンケーキやパスタ
ランチ、リピート率No.1の自家製スパイシーカレー等ご用意しております。 
期間中、自然派コスメブランドのリーフ&ボタニクス商品、北欧紅茶の店頭商品10%OFF。 
ぜひお越しください。 

● 北比良985‐95　TEL.077‐596‐1690　11：00～19：00 
　 定休日：水・木（祝祭日は営業） 
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古民家風貸別荘　夢湖庵（ゆめこあん） 

琵琶湖の四季彩とくつろぎを・・・ 
琵琶湖の西方「近江八景」のひとつ、比良山系を望む里山のどこか懐かしい和みの庵、
夢湖庵はそんな小さな一軒宿です。長期のご滞在や日帰りのご休憩で湖国の恵みをお楽
しみください。一軒宿を貸切って、ご友人との会席やご宴会はいかがですか?バーベキュー
や特製鍋、お弁当のご予約も承っております。お昼席やご夕席でご利用ください。 

● 北小松1748‐155　TEL.077‐596‐1802　不定休　http://www.yumekoan.co.jp 
　 宿泊／〈チェックイン〉15：00～〈チェックアウト〉11：00　休憩／〈昼〉11：00～3時間 〈夜〉16：00～3時間 

比良招福温泉の元湯館　ホリデーアフタヌーン 

1999年より手作りで始まった温泉&総合レジャー施設。手作りパンを使った喫茶メニューや
ワンちゃんOKのテラス、2000m2の天然芝のドッグランなどがあり、日帰りでも楽しめます。温泉は
貸切りの家族風呂を予約制で利用できます。泉質は重曹泉のにごり湯、湯量も1日500tと滋賀
県内で有数の泉質と湯量があります。（美人の湯） テニス、フットサル、湖水浴やスキーなどと
組み合わせて、日帰り、宿泊で1年中お楽しみいただけます。お客様のご来店をお待ちしております。 

● 北比良948‐10　TEL.077‐596‐2206　10：00～18：00　定休日：月 
　 http://www.holidayafternoon.com/

アルカドッグトレーニング ドッグスペース 

カイロプラクティック 

人と犬の幸せな関係づくりを大切にしています。 
ワンちゃんのための犬具・おやつ・フードの紹介と販売。（期間中10%OFF） 
ワンちゃん用の手作りおやつをイベントとして企画中です。 
詳しくはホームページまで。 
犬の飼い方・しつけ方のことなど、お気軽にお立ち寄りください。 

● 大物723‐32　TEL.077‐592‐1878　不定休　http://arca-dog.com/

森のACHA（あちゃ） ケーキ工房・Cafe

深まりゆく秋の気配を、森のACHAのテラス席で感じてください。 
秋の特別メニューでお待ちしております。 
焼き菓子、各種ケーキの店頭販売をしています。 

● 北比良986‐12　TEL.090‐9878‐2630（夜間 TEL.077‐594‐2619） 
　 12：00～18：00　金・土・日のみ営業（定休日：月・火・水・木） 
　 http://www3.to/moriacha
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てんぐるま うどん・そば 

● 北比良984‐202 
 　TEL.077‐596‐1480 
 　昼 11：00～14：00 
 　夜 17：00～21：00 
　 定休日：火 
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Galler y skog（ギャラリー スクーグ） 

¡アイアンのガーデニンググッズの販売 
¡skogオーナーの恥かき展（油彩） 
¡skogの作家作品を「かんじる比良」価格でご提供します。 

● 南比良1001‐20　TEL.077‐596‐0104　11：00～17：00　定休日：水・木 
　 http://www.skog-web.com/
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mum.

“好き”が一緒の方々と楽しいひとときを過ごせたら、と思います。 
駐車場はございません。よろしくお願いします。 

● 北比良1043‐17　TEL.077‐596‐1595 
　 http://mumcapricemurmurer.shiga.saku.net/
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ナカエガーデン 

こんにちは。花苗のお店、クリスマスローズ&宿根草専門店です。 
ナカエガーデンでは庭植えに適した宿根草、花苗などを主に扱うお店です。お店には自店の
花壇があり、花苗の成長した姿、生育の環境も確認できます。初心者からマニアの方まで、幅
広い品揃えが魅力です。商品の発送も承ります。お問い合わせください。 
2011年2月下旬にクリスマスローズ展を開催します。詳細はホームページでご案内します。 

● 荒川579‐1　TEL.077‐535‐5738　10：00～17：00　定休日：金 
　 http://www.eonet.ne.jp/ ñakae-garden/index.html/　 ショッピングサイト http://nakae-garden.ocnk.net/
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ギャラリー てつ 

陶芸家「吉見天津の作品展」を開催します。 
展示・販売もしております。 

● 南小松1594‐253　TEL.077‐596‐1487　11：00～17：00　不定休　駐車場有 

H made market（エイチ・メイド・マーケット） 

手作り雑貨店（ハンドメイド） 
日々暮らす、暮らしの中でかわいい物を手づくりしています。 
ぜひこの機会に遊びにいらしてください。 
海外でみつけたかわいい雑貨も期間限定で販売します。お楽しみに♪ 
※エコBag持参にご協力お願いします。 

● 北比良984‐273　TEL.077‐596‐1215　http://shatta2.exblog.jp
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おやつ工房　むす むしぱんの予約販売 

しみじみおいしいおばあちゃんのおやつ、“むす”のむしぱん。ヒノキのセイロで蒸す、地場・国産
素材・国産素材にこだわった、素朴で自然な味のむしぱんです。かんじる比良の期間中のみ、築
200年のかやぶき古家でイートイン可能です。むしぱんは完全予約販売制です。前日までに電話
でご予約ください。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。 

● 八屋戸1448　TEL・FAX.077‐592‐1456　10：00～17：00 
　 定休日：日・祝　http://www.biwa.ne.jp/ h̃-ohmura/
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比良麓湖窯（ヒラ ロッコガマ） 

比良に工房を構えて約10年が過ぎました。比良もこの10年で大きく変わりました。 
この先10年でどんな変化がこの地にあるのか。 
比良の風と共に見て行きたいと思います。 

● 北比良986‐60　TEL.077‐596‐0300　10：00～18：00　不定休 
　 http://www.eonet.ne.jp/̃hirarokko
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ちゃわん・比良八光窯 

加藤敏雄 陶芸教室 

加藤和宏 陶芸作家 

くらしを、彩り、癒す、味わえる、やきもの、その本物の魅力をうつわで表現し、皆様にお伝え
しようと思い、やきものを作っています。ぜひ、比良の自然と共に暮らしを豊かにできる、やき
ものを楽しんでください。 

● 南小松1594‐107　TEL.077‐596‐1347　10：00～17：00　定休日：月・火 
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エクステリアデザイン～施工 

“庭工房” ギャラリー季気 林の中の小さな日陰の庭 

あなただけの庭づくり　　お客様のオリジナルな演出をお手伝いさせていただいております。 
★イタリアのピザ釜のある風景をご覧いただけます。 
★お庭のリフォームのご相談～新築外構工事～植栽のご相談etc… 
★今秋より“樹木と花”の勉強会開催！　★秋のおしゃれな花苗の販売（イベント2日間のみ） 

● 北比良1043‐62　TEL.077‐596‐0715　10：00～17：00（要予約） 
定休日：お盆・正月（それ以外は不定休）※要予約　http://gallery-kiki.net
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慧夢工房（えむこうぼう） 

「心とからだにやさしいものづくり」をめざす木工房です。 
木工房の公開、木工作品・手づくり小物の展示販売を行います。 
ものづくりに興味のある方はぜひお越しください。 
セルフビルドしたログハウスもご覧ください。 

● 北比良985‐70　TEL.077‐532‐3676　http://www.eonet.ne.jp/ m̃kobo/
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（日本ガーデンデザイナーズ協会会員） 

期間限定店 

期間限定店 

琵琶湖の恵みを大切にし、旬々のおいしさを皆様に味わっていただけたらと思い、 
真心をこめて作っています。 
（若鮎の山椒煮、昆布巻 など） 

● 北小松474　TEL.077‐596‐0017　8：00～17：00　定休日：日 

18 つくだに 

期間限定店 

期間限定  

光工房 

¡白磁・青磁・黄磁（日常で使い易いフォルム、薄さを大切にした器） 
¡写真画（滋賀の自然を和紙に現像した白黒写真） 
以上をギャラリーにて展示販売しております。 
※わけあり作品市同時開催！ 

● 北小松1482‐9　TEL.077‐596‐0604　10：00～17：00　不定休 
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玉陶房 

玉陶房では円や球、まあるい形をモチーフに「招き猫」や「ふくろう」、さらに最近では「招き龍」
の香炉や灯りを作っています。会期中、制作過程を見ていただけます。また、今回は来年の干支
「うさぎ」作りのワークショップも開催します。（事前申し込み不要・有料） 

● 北比良982‐55　TEL.077‐596‐1415　10：00～16：00　不定休 
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たかはら整体所 

カイロプラクティックケア、リラクゼーションマッサージ等の施術をしています。 
期間中、ワンコインマッサージ（10分500円）を行います。 
健康相談もお気軽にどうぞ。 

● 北比良985‐99　TEL.077‐532‐8696　9：00～19：00（予約優先） 
 　定休日：火・水・木　http://www.eonet.ne.jp/ c̃hiro-takahara

30

木原食品㈲ 万 

SOUP FURNITURE（スープファニチャー） 

オーダー&オリジナル家具工房 
ココロ温まる優しい家具を製作している、オーダー&オリジナル家具の工房です。 
最新情報は、ホームページにて随時更新中。　http://www.eonet.ne.jp/̃soup/

● 北小松1684‐5　TEL.077‐575‐6076　不定休 
　 通常の営業日・営業時間はホームページまたはお電話にてご確認ください。 

Smooth

工務店とスクラップブッキング教室をしておりますが、今回のかんじる比良にはスクラップブッキング教室
として参加させていただく事にしました。教室を始めさせていただき、3年目に入りました。その間、教室に
通って講習会にご参加いただいた皆様が作ってくださった、6インチの作品を展示させていただきたいと
思っております。また、かんじる比良限定のキットをご用意いたしますので、両日午前4名、午後4名の
講習会を開催いたします。お申し込みは【smooth39@softbank.ne.jp】までお待ちしております。 

● 荒川582‐5　TEL.077‐532‐2609　午前クラス 10：00～12：00／午後クラス 13：00～15：00 
　 定休日：土・日・祝　http://cropping.exblog.jp
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工房　モッサリーナ 

おばあちゃんの着物、野良着など、捨てがたい布でカバンや袋を作っています。 
小物もたくさん作っています。 
作り方をお教えしたり、布をお分けしたりもいたします。 
ぜひお越しください。 

● 八屋戸1958‐11　TEL.090‐8984‐9293　不定休 
　 通常の営業日・営業時間はお電話にてご確認ください。 
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t 96m（たくろむ） 

誰からも愛される作品づくりをめざしています。 
手芸の好きな方と手芸クラブ（Poshe ーポシェー）を発足し、毎週楽しく作品づくりをしています。
メンバーさんの作品も展示できたらいいなぁと思っています。Handmadeのやさしさとぬくもりを
手にとって感じていただけたらうれしいです。ぜひお立ち寄りください。 

● 南小松1721‐20　TEL.077‐576‐1312　10：00～16：00 
　 毎月1weekのみの営業です。詳しくはブログをご覧ください。 http://t96m.blog8.fc2.com/

Handmade shop16

Les Boules（レブール） 

アート & クラフト 
お茶目なアート&クラフトはお好きですか? 
手づくり中のドームハウスでお待ちしております。期間中、カフェやショップで人気のレブール
ソープをソーパー本人が切り売り！ イベント特価&数量限定ですのでお早めにどうぞ☆ 

● 北比良986‐37　TEL.077‐535‐8632　http://tamatama222.blog23.fc2.com/

期間限定店 9

ステンドグラスのパネルやランプの展示、販売とワークショップ 

検索 玉陶房 

こころにしみる　秋の夜長のコンサート 
日時..... 10月30日（土）　18：00開場　18：30開演 
場所..... 大津市木戸58　木戸市民センター3F　大会議室 

出演者 
一部..... しゃくっとこと悠音　三大寺 佐織（筝）／道上 麗子（筝） 
ＮＨＫ邦楽技能者養成会第52期終了の筝・尺八のグループ。今回は筝の演奏をお楽しみいただきます。 
 
二部..... ほっとらいん　平尾 卓志（ギター）／平尾 美季（よし笛） 
 平尾 卓志さんがギターで伴奏し、美季さんが琵琶湖の葦（よし）でできた縦笛（よし笛）を奏でる音楽ユニットです。 

入場料500円 

日時..... 10月30日（土）・31日（日）　10：00～17：00 
場所..... 大津市北比良1039‐133　北比良　森の家（麓の会自治会館） 

かんじる比良2010秋　作家展 

※野外造形展は森の家の前庭にて同時開催。 
駐車場がありません。比良舞子口仮設駐車場をご利用ください。 

入場無料 

かんじる比良の会　代表：山川  TEL.090 -8456 -5197

検索 かんじる比良 WEBで 

2010

10月 30日 31日 

①期間中は全店10：00～営業しています。②お問い合せの際には、電話番号のおかけ
間違いのないよう、お願いいたします。③交通量の多い、危険な箇所もありますので、
道路の横断では必ず信号に従い、横断歩道を渡るようにしてください。④ゴミは各自
の責任で必ず、お持ち帰りくださいますよう、お願いいたします。⑤お車の駐車は、指示
に従っていただくとともに、近隣住民などに迷惑にならないようお願いいたします。⑥本
イベント内、および駐車場内や各施設内での事故などに対しては、実行委員会および
出品者（各店舗・施設・作家）では、一切の責任を負いません。予めご了承ください。 

「かんじる比良」とは? 
琵琶湖と比良山系にはさまれ、人々の暮らしと自然が融合した地・比良。 

歴史や文化、伝統をになって代々暮らし続けてきた者、 
この地に魅せられ移住してきた者、 

ギャラリー・工房を構え創作活動する者。 
さまざまな人々が手をとりあって、元気な比良を発信することを目的にしています。 


