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心の ページ

料理の仕込みは早朝からほとんどマ

神と慕われた「聖

マ一人の仕事。大変ですねとの問い

エルモの火」
。そ

に「みなさんが何度も来られてオイ

こから名前をと

シイ！と言ってくれるので苦になり

（第3種郵便物認可）

【全 10 回シリーズ】その⑥
さかいたかゆき

することもできない「変えられな

私の父は家に寄り付かない人だっ

いこと」を受け入れることには、す

ません」と微笑んでくれました。

校前にある喫茶店。30 年以上も前

席数は少な

から大津市役所の職員さんや地元の

くありませ

人から親しまれています。人気の秘

んがお昼に

密はママの手作り日替わりランチ。

なると店内

お客さんが毎日食べても飽きないよ

は満席。女

うにと、毎朝、季節や天候に合わせ

性には 13

てメニューを決めます。日替わりラ

時からデザートが充実したレディー

ンチは 8 種類ぐらいから「お好み

スセット（800円）がおすすめ。月替

設で暮すことになった。だから自

も、この時ほど「受け入れること」

分の家族と暮したことがない。姉

の難しさと、辛さに苦しんだこと

と妹は母と暮したが、生活は苦し

は無かった。

いものだった。

最近、2 0 年余

その妹が結婚してから子供をつれ

りたってようや

て我が家に遊びに来たことがあった。

く・・こうして

まるで実家に帰ったかのように「今

妹を思い出す

日は遊ぶぞー」と、私達に子供を

ことができる。

まかせて琵琶湖で釣りを楽しんだ。

あの時、和子

一人っ子の妻は「和子ちゃんがね

が命を託した

私のことお姉さんって呼ぶのよ」と、

「和也君」は今

ちょっと恥ずかしそうに、でもと

のおかず」を選び、ライス、サラダ

わりのデザートはもちろんママの手

スープがついて 650円と、かなり

作り。14 時頃になれば比較的すい

リーズナブル。デザートをつけると

ているが、日替わりメニューはほと

800円。さらにプラス200円でドリン

んど残っていない。昔ながらのドラ

クが付く。インスタントや冷凍物は一

イカレーや、オムライスも定番メニュ

切使わず、ソースやスープ、揚げ物の

ーとして人気があります。開店当初

パン粉から漬物まですべてが手作り。

から30年間ずっとドライカレー一筋
で食べ 続けてくれるお客さんもあ
るそうです。
（取材・北中）

っかり慣れていると思っていた私

23歳。
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ても嬉しそうに言っていた事を思
い出す。明るくて、オテンバでオ

٪̢ ̅ޔȨɦ（中主町在住）

チャメな妹だった。

昭和 21年東京生まれ。2 歳のとき病気にて

ある4月の穏やかな日、電話が鳴

失明。フルートとの出会いは高校 2 年。新

った。
「和子が亡くなった・・・」

井力夫氏に師事。昭和45年、全国盲学生

一瞬、体がこわばり、時間が止まっ

音楽コンクールにて優勝。以後、仲間と共

た。産 院 で2人目の男児を産んだ

にコンサート活動を行う。フルートの他、リ
コーダー、オカリーナ、ケーナ、しの笛を演奏。

直後、出血多量で亡くなったのだ。

現在、マッサージ、はり業のかたわら、種々

27歳だった。兄弟でありながら、数

の集まりでお話と笛の演奏活動を行う。盲

えるほどしか一緒にいられなかっ

人用パソコンソフトを駆使してメール交換

た妹がいなくなってしまった。目
が見えないことや、家族と暮らせ
ないことなど、自分の力ではどう

を楽しむ。
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自然だいすきコース
「新春ウォークラリー」 1/18

（土） 歩き終えたらおいしいやきいもプレゼント！

●場所：栗東自然観察の森および安養寺山
●時間：9:00〜12:30
●料金：300円
●備考：小学生以上対象、
小学3年生以下のみのチーム不可、
要申込
●持ち物：水筒、
筆記用具、
雨具
●お問合せ：栗東自然観察の森/077‑554‑1313
栗

東

コルネリア・ヘルマン ピアノ・リサイタル

小ホールピアノリサイタルシリーズpage4！J.S.バッハ
国際コンクール最高位を受賞したヘルマンは、
瑞々しい
感性で将来を嘱望される期待の新鋭！
●場所：栗東芸術文化会館さきら 小ホール
●時間：15：00(開場14：30)
●料金：2,500円
●備考：託児所あり(公演の11日前までに予約要。
1人あたり
1,000円。
定員あり。
1歳未満 要相談)
●お問合せ：栗東芸術文化会館さきら/077‑551‑1414
大

津

寺山修司 作「奴婢訓」NUHIKUN

寺山修司没後20年。
『奴婢訓』
見ずして現代演劇は語れない!
作・演出：寺山修司
（原作=ジョナサン・スウィフト）
演出・音楽：J・A・シーザー 機械考案・美術：小竹信節
出演：旺なつき、蘭妖子、サルバドール・タリ、演劇実験室、万有引力
●場所：びわ湖ホール 中ホール
●時間：15:00(開場14：30)
●料金：一般4,000円 青少年
（25歳未満）
3,000円
●お問合せ：びわ湖ホールチケットセンター/077‑523‑7136
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大

津

「人形館ぽー」
の人形劇

（日） 語りと音楽による絵本「サーカスのライオン」や音楽人
形劇
「とんではずんでげんきな子！」
などを上演
●場所：おもちゃのやかた遊遊館
●時間：14:00〜15:00
●料金：無料
●備考：対象/幼児・児童
●定員：先着100人
（当日受付）
●お問合せ：おもちゃのやかた遊遊館/077‑525‑6674
栗

東

西浅井・奥琵琶湖

うっすらと霞（かすみ）がかかった奥琵琶湖パークウェイ展望台からの眺めは、まさに
神秘的。右手に突き出した岬が海津大崎。おだやかな湖面を見せる琵琶湖をはさんで左
手が高月町、湖北町あたりか。幾重にも連なる山々の一番うしろにそびえるのが伊吹
山 。奥琵琶湖パークウェイが無料で通行できることは意外に知られていない。残念な
ᣋʛʘʳʨќᅊɂȦȴɜȞɜ çáéäï®êð¯°°´°

ඵ͈܃

金勝山系の豊かな自然を満喫しながら登りませんか？
競技の部
（走って登ろう）
、
登山の部
（歩いて登ろう）
があります
●コース：栗東市立金勝小学校から金勝寺
●時間：受付/9:00〜9:30
（金勝公民館）
出発/9:50〜10:20
（部門別により時間が異なる）
●内容：約7Kmのコース
●料金：無料
おにぎり・ぶた汁
（予定）
の接待あり
●備考：ゴール地点で、
JR栗東駅東口 8：30送迎バスあり
●お問合せ： 栗東市民体育館/077‑553‑4321

1000の風 1000のチェロ

チェロの生演奏とあわせて絵本
（いせひでこ作）
を楽し
みませんか？
●場所：八日市市立図書館
●時間：14：00〜14：30
●料金：無料
●お問合せ：八日市市立図書館/0748‑24‑1515
日

野

虹のサロン③ 人形浄瑠璃冨田人形

土にうまれ、
土にそだてられた郷土滋賀の伝統芸能、
人
形浄瑠璃冨田人形。
「寿式三番叟」
「傾城阿波の鳴門より
巡礼歌の段」
「 伊達娘恋緋鹿子よりお七火の見櫓の段」
の３本を上演
●場所：日野町町民会館わたむきホール虹 ふれあいホール
●時間：14：00
（開場13：30）
●料金：1,000円(ドリンク付)
●お問合せ：日野町町民会館わたむきホール虹/0748‑53‑3233
彦

根

おどる回転人形

カップめん等の空き容器を使って人形をつくります！
●場所：彦根市子どもセンター
●時間：13：30〜15：00
●料金：参加無料
●備考：対象/幼児〜小学生（小学生低学年以下、保護者同伴）
●定員：先着20人
（当日受付）
●持ち物：なし
●お問合せ：彦根市子どもセンター/0749‑28‑3645
東

寄席と音楽で初笑い「桂小米朝と仲間たち」

第1部：桂小米朝、
桂しん吉の落語二題、
第2部：落語オペ
ラ。
ピアノ・フルートの調べに乗って、
桂小米朝の愉快
な解説で気楽にオペラを楽しみませんか？
●場所：ルッチプラザ ベルホール310
●時間：15：00(開場14：30)
●料金：全席自由 大人1,500円（ペア2,800円）中学生以下1,000円
●お問合せ：ルッチプラザ（山東町立町民交流プラザ）/0749‑55‑4550
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いたずら。
一人にしておくと、
手当たりしだいに
紙をかじってギザギザにしちゃいます
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最新機種は200万画素を越えるものまで登場し、デジカメ並みに。も
はや電話の概念を超え「ケイタイ」という新しいコミュニケーショ
ンの道具に。

●嫌いなもの

૧ۚȆߪ͉פຈါ̺͂এ̞̳̥͘ȉ

ྴஜ͈ဇြ

९ș

ホッペにまん丸が
二つなので二の丸
くんとなりました
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写真／㈱ヤマプラ・田中

八日市
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お留守番と掃除の時間。こ
の頃は大人になって少し悪
知恵を覚え、カゴの中に入
れるのも一苦労・
・
・

「奥琵琶湖パークウェイ」からの眺め

京響ニューイヤーポップスコンサート

ーズ」
などの名曲を壮大なオーケストラサウンドで贈る！
指揮・お話：竹本泰蔵
演奏：京都市交響楽団
●場所：近江八幡市文化会館 大ホール
●時間：15：00(開場14：30)
●料金：全席指定 S席4,000円 A席3,500円 学生席2,000円
●お問合せ：近江八幡市文化会館/0748‑33‑8111

山

第47回耐寒アベック登山大会

●好きなもの

●飼い主の名前

近江八幡

3

（日） 「ハリー・ポッター」、
「 オペラ座の怪人」
、
「 スター・ウォ

わが家のペット自慢

がら12月中旬から3月中旬までは積雪で通行不可。4000本の桜が咲く春が待ち遠しい。
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（第3種郵便物認可）

※イベント情報は変更される場合があります︒ご了承下さい︒

ったＳＥＮ& エルモは、大津商業高

●大津市御陵町1‑52●tel:077‑524‑9790 ●日曜日定休
● 9:00〜20:00
（モーニング9:00 〜11:00 ランチ11：30 〜14：30）

聞

妹
たので、失明した私は3歳から盲施

船乗りから守護
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大津市・喫茶店

日
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2004年（平成16年）1月15日（木曜日）
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不必要が圧倒的多数！滋賀の新しい玄関口の行方は？残念ながら
アンケートからは回答者の住所がつかめない。野洲なら？近江八幡
なら？数字は変わっていたかも？

