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絵馬通り
かぎ楼

多賀の豆知識コーナー

糸切餅の三本線
由来はモンゴルの国旗！
鎌倉時代中期に︑蒙古︵今のモンゴル国︶
軍が博多に二回襲来したものの︑台風で退
散したことで有名な元寇︒
﹁神風のおかげ﹂
と捉えた人々が団子を作り︑蒙古軍の国旗
の 色 に ち な ん で 赤・ 青 の 三 本 線 を 書 い た︒
﹁刃物を使わずに悪霊を断ち切る＝平和﹂
の願いを込めて︑弓のつるで切って神様に
お供えしたのが今の糸切餅だという︒

﹁多賀大社のお多賀杓子﹂の
秘密とは？
お多賀杓子とは︑奈良時代の元正天皇が
ご飯と杓子のおかげで病から回復した話に
ちなんだ︑多賀大社の杓子︒昔から杓子は︑
お米︵稲魂︶をすくって食べる道具として
使われてきた︒音が似ていることから︑お
多賀杓子が訛って﹁おたまじゃくし﹂の語
が誕生したという︒
ちなみに︑多賀大社の神様は伊邪那岐命
と 伊 邪 那 美 命︒ 二 人 は 伊 勢 神 宮 の 神 様・
天 照 大 神 の両親にあたる︒

多賀町出身の歴史上の人物︑井伊直弼の
女スパイ・村山たか女の他にも !?
多 賀 町︵ 多 賀 ︶ 出 身 の 村 山 た か 女 は︑
NHK 大 河 ド ラ マ﹁ 花 の 生 涯 ﹂ に 登 場 す
る︑井伊直弼が好意を寄せた女性︒大老と
なった直弼が起こした安政の大獄で︑京都
にいる倒幕派の情報を江戸に送る役割を果
たしたとされる︒たか女に加えて近年︑多
賀町︵佐目︶出身とささやかれるのが︑織
田 信 長 を 本 能 寺 の 変 で 襲 っ た 明 智 光 秀︒
二 〇 二 〇 年 放 送 の NHK 大 河 ド ラ マ﹁ 麒
麟がくる﹂で注目が集まる︒生家があった
という﹁十兵衛屋敷跡﹂も訪問可能︒

05

11

牡丹
定番は店頭で焼くボリュー
に棹させば流される。どこへ越し
ム満点の⽵串焼だんご。味
ても住みにくい山路を登りなが
は、みそ、みたらし、4
⽉
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
限定のあずきの
3 種類。鍋
考えた。どこへ越しても住みにく
焼きうどんやそば、近江⽜
いと悟った時、詩が生れて、画が
すじ⼊りのおでんもオスス
出来る。情に棹させば流される。
メ。
とかくに人の世は住みにくい。意

写真

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

17

多賀あさひや
蔵を併設した昔ながらの古
に棹させば流される。どこへ越し
⺠家カフェ。メニューは、も
ても住みにくい山路を登りなが
ち粉ケーキにお稲荷さん、⽩
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
⽟あんみつ / ぜんざい等（ラ
考えた。どこへ越しても住みにく
ンチ予約可）
。店主こだわり
いと悟った時、詩が生れて、画が
のフレンチプレスで淹れた
出来る。情に棹させば流される。
コーヒーは、旅の疲れを癒や
とかくに人の世は住みにくい。意
してくれること間違いなし。
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

写真

地を通せば窮屈だ。どこへ越し
多賀町多賀 602

休

不定休

多賀町多賀 627

8：30 〜 18：00

11：00 〜 17：00

に棹させば流される。どこへ越し

⽷切餅総本家 多賀屋
ても住みにくい山路を登りなが

ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
多賀⼤社⾨前の⽷切餅のお
考えた。どこへ越しても住みにく
店。繊細な和菓⼦である⽷
いと悟った時、詩が生れて、画が
切餅は優しい⽢さが特徴。
出来る。情に棹させば流される。
お⼟産としてはもちろん、
とかくに人の世は住みにくい。意
店内での飲⾷も可。各種お
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

写真

06

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
多賀⼤社境内にあるそばの
考えた。どこへ越しても住みにく
お店。定番のそばから⼭菜と
いと悟った時、詩が生れて、画が
きのこがのった⼭そば、鮎そ
出来る。情に棹させば流される。
ばなど、寿命そばでしか⾷べ
とかくに人の世は住みにくい。意
られないメニューも豊富。季
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

寿命そば

写真

⼟産も豊富なので多賀⼤社
参拝の後にぜひ⽴ち寄って
みては？地⽅発送も可。
多賀町多賀 601
8：00 〜 17：00

⽉・⽊

11：00 〜 18：00

多賀町多賀 607
休

02

⽷切餅 元祖莚寿堂本舗

休

0749-48-0800

03

07

18

11：00 〜 18：00

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
こだわり⾷材を使⽤した野
考えた。どこへ越しても住みにく
菜のお惣菜やサンドイッチ
いと悟った時、詩が生れて、画が
のお店。コーヒーやケーキ
出来る。情に棹させば流される。
はランチの後にうってつ
とかくに人の世は住みにくい。意
け。気さくな店主に、ここ
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

梵

⽷切餅本家 ひしや

唯⼀、昔ながらの製法を使
う⽷切餅のお店。⼿の感触
で、お餅の柔らかさを左右
する気温がだいたい分かる
という職⼈技は必⾒。お餅
が柔らかくなりコシが無く
に棹させば流される。どこへ越し
なる夏場（7
⽉〜 9 ⽉頃）
ても住みにくい山路を登りなが
は休業。
ら、こう考えた。情に棹させば流

11：00 〜 15：00

08

0749-48-1955
休

不定休

古野家

多賀町多賀 597-3
気分〜皆様帰るまで

09

休

される。山路を登りながら、こう
080-1408-2256
考えた。どこへ越しても住みにく
不定休
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

13

ぶりすこっぺ

写真

⽉・⽊

11：00 〜 17：00

⼟鍋⼊りの鍋焼きうどんが有
名なお店。⽜すき重や釜飯も
⼈気。そばやうどんには丼物
に棹させば流される。どこへ越し
( ⼩ )、丼物にはそばやうど
ても住みにくい山路を登りなが
ん
( ⼩ ) をつけることが可能。
ら、こう考えた。情に棹させば流
この場所は、井伊⼤⽼が好意
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
を寄せた村⼭たか⼥が幼少期
いと悟った時、詩が生れて、画が
に住んでいたという説も。
多賀町多賀 596

写真

29

⼤津屋
⼤吟醸や純⽶吟醸、純⽶酒、
原酒、上撰など多賀の地酒
を扱うお店。店主オススメ
は、店頭にある樽出し⽣原
酒「お多賀さん」
。お⼟産
⽤として、鮒寿司や湖⿂の
佃煮なども販売。

写真

家製ラッキョウもこだわり
の 1 つ。

090-1715-0634
休

多賀町久徳 493

⽇・⽉・⽕

11：00 〜 16：00

0749-48-0071

休 ⽔
11：30 〜 15：00
HP https://taga-fujiya.com

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
お惣菜パンから懐かしの揚げ
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し
パンまで、種類豊富なコッ

19

BoBo Bakery

写真

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
親⼦連れからお年寄りまで
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し
幅広く通う「1 ランク上の

ペパンのお店。焼きそばパン
などの定番はもちろん、ヤン
ニョムチキンやササミチーズ
などオリジナルメニューも展
開。フルーツをたっぷり使⽤
したフルーツサンドも⼈気。
多賀町多賀 641
10：30 〜 18：00

0749-48-1588
休

⽉・⽕・⽔

HP https://blisskoppe-purity.com

14

う処 みず⻑

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

「⽩と⿊の 2 ⾊鰻重」がオ
ススメの鰻料理のお店。⽩
焼きは絶妙な塩加減、蒲焼
きは炭⽕の⾹ばしい匂いと
たっぷりのった脂が特徴。
店主さんのこだわりは、注
に棹させば流される。どこへ越し
⽂を頂いてから、炭⽕で丁
ても住みにくい山路を登りなが
寧に焼き上げること。
ら、こう考えた。情に棹させば流

写真

0749-20-5357
休

多賀町多賀 603
9：00 〜 17：00

⽉

昭和レトロな雰囲気が魅⼒
のカフェ。あつあつの鉄板
にのったナポリタンスパゲ
に棹させば流される。どこへ越し
ティ（コーヒー、サラダ付）
ても住みにくい山路を登りなが
はボリューム満点。店主が
ら、こう考えた。情に棹させば流
⼿作りするサンデー⾵プリ
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
ンも注⽬の⼀品。

休

0749-48-2201
不定休

休

30

⼿趣
25 ⼈の作家が思い思いにつ
くったアート作品が豊富に並
ぶ雑貨のお店。作品 ( 商品 )
を⽬で追いかけるだけで気分
が上がる素敵な空間。
オーナー
が制作するオリジナル絵画に
も注⽬。⼿趣はフランス語で
「かわいい」の意味もあるそう。

写真

楽しめるおしゃれなパティ
スリー＆カフェ。旬の具材
を使ったキッシュランチが
定番。メニューは定期的
に変わるため、SNS を要
チェック。

0749-30-9202に棹させば流される。どこへ越し

多賀町⽉之⽊ 159-2

休 ⽕・不定休
0749-48-0711
に棹させば流される。どこへ越し

多賀町多賀 597-1

平⽇

⼟・祝

ランチ 11：00 〜 15：00(LO14：30) ても住みにくい山路を登りなが
カフェ 14：30 〜 19：00(LO18：30)

10：00 〜 17：00

9：00 〜 19：00

8：00
〜 19：00 売り切れ次第終了
ても住みにくい山路を登りなが

ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

⽇・⽉

20

Curry House ひまわり亭

おしゃれな外観が店名と
マッチしたカレー屋のお
店。⾊鮮やかなカレーは、
鶏⾁を使⽤することで胃も
たれせずヘルシーな仕上が
りに。サイドメニューの鶏
に棹させば流される。どこへ越し
料理がどれも絶品。

写真

26

地元の季節野菜をふんだん
に使った、体と⼼に優しい
お店。コンセプトは「⽥舎
に棹させば流される。どこへ越し
のお⺟さんの味」の再現。
ても住みにくい山路を登りなが
店主オススメは週替わりラ
ら、こう考えた。情に棹させば流
ンチ（⾁か⿂）と 12 種類
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
のお惣菜ランチ。たまにカ
いと悟った時、詩が生れて、画が
レーに出会えるかも？

多賀町多賀 1464-2
11：30 〜 15：30

休

violet

定番は⽉の⽊プリンと
シュークリームと今⽇のお
菓⼦（ロールケーキなど）
。
オリジナルキャラクター
「スミレちゃん」のサブレ
サンドや季節のケーキも。
に棹させば流される。どこへ越し
カワイイ⽸に⼊った焼き菓
ても住みにくい山路を登りなが
⼦セットも⼈気。
ら、こう考えた。情に棹させば流
11：00 〜 18：00

31

0749-20-8835
休

090-8933-1362
休

⽕・⽔・⽊

ORANGE TREE
ハンドメイドを取り扱う雑
貨のお店。曼荼羅アートや
⼿作りバッグ、アクセサ
リー、フェルト製品、がま
⼝、ポーチなど多彩な商品
が並ぶ。曼荼羅アートは
店内で定期的に展⽰会を開
催。

写真

される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく

多賀町⽉之⽊ 65-1

多賀町多賀 597-1

⽔・⽊（不定休有）
いと悟った時、詩が生れて、画が

11：00 〜 17：00

休

⽉・⽕・⽔・⽊

出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

27

愛彩

写真

ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

写真

ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
多賀町多賀 1637-1
0749-49-2158
考えた。どこへ越しても住みにく
昼の部 11：00 〜 14：30 夜の部 17：00
〜 21：00（LO 20:30） 休 ⽔
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
多賀町多賀 休 ⽉・⽕・⽔・⽊・祝 とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し
⾦ 17：00 〜 21：00 ⼟⽇ 11：00 〜 15：00
冬期 14：00 まで

出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

25 PATISSERIE CAFE Toppen
写真

多賀町多賀 500-1

21

喫茶もりのみ

写真

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
ケーキからランチやパ
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し
フェ、コーヒーまで幅広く

町のパン屋さん」
。店主オ
ススメの⼭型⾷パンをはじ
め、1 ⽇約 40 種のパンが
並ぶ。体のことを考えて、
あんこやカレーなどパンの
具材も⼿づくり。

される。山路を登りながら、こう
多賀町多賀 642-2
0749-20-5649
考えた。どこへ越しても住みにく
休 不定休
11：00 〜 14：30
いと悟った時、詩が生れて、画が
HP https://udokoro.mizunaga.group
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

15

不⼆家

写真

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

多賀⼤社から徒歩 3 分で⾏
ける、昔ながらの定⾷屋。
店主オススメは近江⽜⾁吸
い、鍋焼きうどん、むねや
んの唐揚げ定⾷。外で販売
する、コロッケやハムカツ
に棹させば流される。どこへ越し
などのホットスナックも⾷
ても住みにくい山路を登りなが
べ歩きにオススメ。
ら、こう考えた。情に棹させば流

写真

される。山路を登りながら、こう
多賀町多賀 711
0749-48-0068
考えた。どこへ越しても住みにく
8：00 〜売り切れ次第終了 休 不定休 7 ⽉〜
9 ⽉頃
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
⿅⾁を使ったカレーやオム
考えた。どこへ越しても住みにく
ライス、パスタのお店。独
いと悟った時、詩が生れて、画が
⾃にスパイスを調合した⿅
出来る。情に棹させば流される。
⾁カレーには、多賀ニンジ
とかくに人の世は住みにくい。意
ンを使⽤。付け合わせの⾃
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

夢現舎 久

HP https://www.big-advance.site

⼀休庵

多賀町多賀 598

24

⽣めん

ろもからだも満たされる
こと間違いなし。ぜひ⽴ち
寄ってみては？
多賀町多賀 1322-8

休

0749-48-1477
⽉・⾦

休

HP https://www.sobakiti.com

写真

0749-48-0058

11：00 〜 14：00 （時間変更あり）

セット・おこわセット・す
き焼きうどん。⾃家製のお
⾖腐もなめらかで絶品。あ
の伊藤博⽂もかつて来店し
たことがあるという説も。

に棹させば流される。どこへ越し
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

写真

多賀町多賀 623

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
多賀そばが⼈気のお店。⼈
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し
気ベスト
3 は、多賀そば

写真

休 ⽔(1 ⽉、11 ⽉を除く )
8:00~17:00( 毎⽉ 1 ⽇ 7:30~) 売り切れ次第終了
ても住みにくい山路を登りなが

HP https://itokirimochi.com

多賀町多賀 1615-1

⽊

エティ豊か。鶏つくねの串
焼きも絶品。

⽔

ろん、店内でいただける⽷
切餅かき氷や⽷切餅ブリュ
レなど、多彩なアレンジメ
ニューが魅⼒。オンライン
ショップも要チェック。
多賀町多賀 599

写真

0749-48-1103

なくなり次第終了

休

HP http://tagataisya.or.jp

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
明治
12 年創業の⽷切餅の
とかくに人の世は住みにくい。意
地を通せば窮屈だ。どこへ越し
お店。定番の⽷切餅はもち

写真

10：30 〜

年中無休

HP https://www.itokirimochi.co.jp

に棹させば流される。どこへ越し
ても住みにくい山路を登りなが
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
昭和初期から 4 代受け継
考えた。どこへ越しても住みにく
ぐ、昔懐かしいアルミ鍋に
いと悟った時、詩が生れて、画が
⼊った鍋焼きうどんが名物
出来る。情に棹させば流される。
のお店。鍋焼きは⾚⾟や⽜
とかくに人の世は住みにくい。意
すき、⽜もつ味噌などバラ
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

はまてつ

昭和 60 年創業の多賀そば

に棹させば流される。どこへ越し
のお店。お店のオススメ
ても住みにくい山路を登りなが
は、天ぷらそばや天盛りそ
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
ば（麺は 4 種）、冬限定の
考えた。どこへ越しても住みにく
多賀ゴボウそば、鴨南蛮そ
いと悟った時、詩が生れて、画が
ば。こだわりは、できる限
出来る。情に棹させば流される。
り無農薬で地場の⾷材を使
とかくに人の世は住みにくい。意
⽤すること。
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

090-7759-2222

HP https://geiyacafe.jimdofree.

節限定メニューにも注⽬。ま
た、多賀産卵を使⽤したたま
ごかけご飯も⼈気の⼀品。

0749-48-1430
売り切れ次第終了

12

そば吉

写真

地を通せば窮屈だ。どこへ越し
多賀町多賀 1199

HP http://www.taga-asahiya.com

01

古い時計屋の建物を改装し
に棹させば流される。どこへ越し
た、素敵な外観が特徴のカ
ても住みにくい山路を登りなが
フェ。⽇替わりの⼿作り
ら、こう考えた。情に棹させば流
される。山路を登りながら、こう
ケーキとこだわりのオリジ
考えた。どこへ越しても住みにく
ナルブレンドを丁寧にハン
いと悟った時、詩が生れて、画が
ドドリップしたコーヒーが
出来る。情に棹させば流される。
オススメ。
とかくに人の世は住みにくい。意

写真

0749-48-0186
休

23

藝や cafe

農園レストラン ピノー
お⼿軽に本格フレンチの
コース料理が楽しめる隠れ
家的レストラン。料理には
に棹させば流される。どこへ越し
店主こだわりの地元野菜や
ても住みにくい山路を登りなが
⾃家製のハーブときのこを
ら、こう考えた。情に棹させば流
使⽤。また、⿅⾁のシチュー
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
などのジビエ料理も絶品。

写真

いと悟った時、詩が生れて、画が
出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
休 ⽔・⽊（祝⽇除く）
多賀町富之尾 477-3
0749-47-1771
地を通せば窮屈だ。どこへ越し
ランチ 11：30 〜 16：00（LO14：00）ディナー
17：00 〜 21：00（要予約）

出来る。情に棹させば流される。
とかくに人の世は住みにくい。意
0749-22-8267
地を通せば窮屈だ。どこへ越し
⽕・⽔

32

安藤酒店
多賀の地酒から近江ワイン
まで、多種多様なお酒を取
り扱うお店。店主オススメ
は、地酒の純⽶酒「多賀秋
の詩」と、
ひとみワイナリー
の「にごりワイン」
。

写真

多賀町多賀 712
9：00 〜 18：30

0749-48-0131
休

毎⽉ 6 ⽇、16 ⽇、26 ⽇

要予約

多賀⼤社へのアクセス
04

⻲寿軒 / ⽜まん本舗
に棹させば流される。どこへ越し
近江⽜コロッケと近江⽜ま
ても住みにくい山路を登りなが
ん、⽷切餅天ぷらなどを気
ら、こう考えた。情に棹させば流
軽に楽しめるお店。⼀番⼈
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
気のコロッケはサクサクの
いと悟った時、詩が生れて、画が
⾐に中⾝がぎっしり。⻲寿
出来る。情に棹させば流される。
軒では、ゆったりとした店
とかくに人の世は住みにくい。意
内で、
オススメのぜんざい、
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

写真

10

に棹させば流される。どこへ越し
近江⽜はもちろん、地元産
ても住みにくい山路を登りなが
のお⽶などこだわりの⾷材
ら、こう考えた。情に棹させば流
を使⽤。多賀にちなんで
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
「絵⾺」
「ささゆり」と名付
いと悟った時、詩が生れて、画が
けられた会席メニューも。
出来る。情に棹させば流される。
七五三などの「ハレの⽇」
とかくに人の世は住みにくい。意
に特別な時間を過ごしてみ
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

写真

⽢酒、コーヒーをどうぞ。
多賀町多賀 600

0749-48-0213

10:00~ 売り切れ次第終了

休

⽔

16

せんなり亭 伽羅 多賀別邸

22

⿂保 keiji
に棹させば流される。どこへ越し
美味しいお酒と地元産⾷材
ても住みにくい山路を登りなが
を豊富に使ったお料理が楽
ら、こう考えた。情に棹させば流
しめるお店。炭⽕焼きやお
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
でん、蕎⻨粉を使ったガ
いと悟った時、詩が生れて、画が
レット、多賀そばまで、幅
出来る。情に棹させば流される。
広すぎるメニューはどれも
とかくに人の世は住みにくい。意
絶品。
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

写真

28

喜作
に棹させば流される。どこへ越し
定⾷から⼀品料理まで、豊
ても住みにくい山路を登りなが
富なメニュー展開。リーズ
ら、こう考えた。情に棹させば流
ナブルなのにボリューム満
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
点で学⽣さんにもオスス
いと悟った時、詩が生れて、画が
メ。定⾷はご飯⼤盛りへの
出来る。情に棹させば流される。
変更や、定⾷ + ⼩うどんま
とかくに人の世は住みにくい。意
たは⼩どんぶりの追加が可
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

写真

ては？
多賀町多賀 626
0749-48-1129
ランチ 11:30~15:30 ディナー 17:00~21:00 ※要予約、応相談
HP https://www.sennaritei.jp

奥⼭の癒し処 ⾵緑

能。
多賀町多賀 721
休

⽉・⽕

17：00 〜 22：00

0749-48-1061
休

⽉

多賀町多賀 220-3
昼の部

0749-48-1231

11：30 〜 14：00

夜の部

休

⽇・⽉ （夜）

17：30 〜 22：00

⾃動⾞の場合

に棹させば流される。どこへ越し
多賀そばと地元産季節の野菜
ても住みにくい山路を登りなが
天ぷらが⼈気のお店。多賀産イ
ら、こう考えた。情に棹させば流
チゴや多賀ニンジン、湖東産
される。山路を登りながら、こう
考えた。どこへ越しても住みにく
ブルーベリーを使ったかき氷
いと悟った時、詩が生れて、画が
( 無くなり次第終了 ) やそばが
出来る。情に棹させば流される。
きぜんざい等メニューも豊富。
とかくに人の世は住みにくい。意
窓に広がる多賀の⾃然と多賀
地を通せば窮屈だ。どこへ越し

写真

の⾷材で癒やされてみては？
多賀町河内 610
090-8932-1390
平⽇ 11：00 〜 15：00（⼟⽇祝 10：00 〜 16：00）

名神彦根 I.C. から 10 分
名神湖東三⼭スマート I.C. から 15 分

電⾞の場合
JR 彦根駅乗り換え 近江鉄道多賀⼤社前駅から徒歩 10 分
お問い合わせ

観光協会の HP はこち

⼀般社団法⼈ 多賀観光協会

作成
休

⽕・⽔

滋賀県⽴⼤学近江楽座 Taga-Town-Project
instgram @taga_town_project

HP https://kazamidori.localinfo.jp
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