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幸福へのヒント
大川隆法 幸福の科学出版 ¥1,500

幸福の法
大川隆法 幸福の科学出版 ¥1,800
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紀伊国屋書店 大津店調べ

上沼恵美子の超スピード！クッキング 今夜はえみぃ～go！！
毎日放送 ソニー・マガジンズ ¥1,400

今日の治療薬2004年版
水島裕 南江堂 ¥4,600

13歳のハローワーク
村上龍 幻冬舎 ¥2,600

毎日新聞のご購読お申し込みは

【Oh!Me】

Oh Me
応募資格●応募期間中に毎日新聞を購読（3カ月以上）されている方
          または来年10月までに購読（3カ月以上）を始められる方

応募方法●応募はがきかインターネット（右を参照）でご応募下さい。
　　　　　応募はがきが必要な方はお近くの毎日新聞販売店か
　　　　　下記の販売促進部へご請求ください。

当選者発表●1～3等は4月19日（月）朝刊しが面で発表する予定です
　　　　　　　また、滋賀県内の毎日新聞販売店の店頭にポスター
　　　　　　　で全当選者を発表

問い合わせ先●毎日新聞大阪本社販売促進部（06-6346-8316）
　　　　　　　日・祝日を除く午前10時～午後5時

毎日新聞は滋賀県全域に配布する週刊の地域情報紙【Oh!Me】発刊を記念して、県内在住の愛読者を
対象に計700人に豪華景品の当たる「毎日新聞ありがとう懸賞」を実施します。

3/10 ２等 ＪＴＢ旅行券（額面3万円）30本

３等 プリンスホテルお食事券（額面1万円）50本

４等 阪神タイガース優勝の毎日新聞号外紙面を図柄にした
　　 オリジナルＪスルーカード（1000円）100本
５等 オリジナルクオカード（額面500円）500本

１等 デジタルカメラ（5万円相当）20本

（撮影・三澤）
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  【全10回シリーズ】その⑩

さかいたかゆき

大津市・柳ヶ崎10
大津市・柳ヶ崎「びわ湖大津館」からの眺め。ここは1934年外国人観光客の誘
致を目的に建てられた旧琵琶湖ホテル。左手に見えるのが英国式庭園。春になる
と色とりどりの花々が咲き、湖からのやさしい風ととともに私たちを迎えてくれ
る。対岸の細長いビルが大津プリンスホテル。小さく思いがちな南湖。でも、こ
うして見るとけっこう雄大。

びわ湖大津館から柳ヶ崎、浜大津方面を望む　　写真／㈱ヤマプラ・本城

自分のことは自分でする習慣は訓
盲学院で身につけた。そればかりか
同じ部屋の小さな子を風呂に入れ
たりもした。しかし、目の見える
小百合ちゃん（妻）と結婚して、
掃除洗濯はもちろんのこと、街中
を一人で歩くことも無くなった。
しかし、私の目の代わりを30年も
してくれた彼女の目は、今や老眼
となってしまった。
ところが一年半ほど前、彼女以外
に四六時中、読み書きを手伝って
くれるヒト？が現れた・・・我が
家にパソコンがやってきたのだ。
高知システム開発の「ＰＣトーカー」
なるソフトを入れると、「読み子ち
ゃん」が画面を読んでくれるのだ。
単調で事務的ではあるが、この「読
み子ちゃん」がスゴイ。漢字の変
換など、勉強すればするほど知り
たいことが増え、「読み子ちゃん」
を酷使してしまう。文書の作成や
メールはもちろんのこと、インタ
ーネットで音楽情報を調べること
も出来るようになった。もちろん、
この原稿も自分で書いてメール送
信している。
笛を吹くか、仕事をするかの単純
明快な私の生活はパソコンが来て

複雑な迷路に迷い込んでしまった
感じだ。
「小百合ちゃん」も「読み子ちゃん」
も、私にとってはかけがえのない
秘書だが、「読み子ちゃん」のお蔭
で今まで入ったことの無い「見え
る世界？」に足を踏み入れた気分だ。

※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。

草津駅東口からシネマハウスの前
を通り過ぎ、草津川の土手が見え
ると右手に洋食屋『煉瓦屋』があ
る。オーナーの浅井さんが料理の
素材食器からパンを焼く石窯まで
こだわり抜くお店だ。都ホテル京
都で30年以上も腕をふるってきた
料理長・磯野さんおすすめのラン
チメニューは「地鶏の香草焼き（1,600
円）」。地鶏は肉質がしっかりして
いる守山産を、香草は店の庭でと

れた旬のものとイタリアンパセリ
をあわせて使っている。香草の柔
らかい香りが実に食欲をそそる。
さりげなく添えられたニンジンも
バターと香草でうまく甘さを引き
出されており、簡素な味ながらも
印象深い。全体的にシンプルで素
材を生かした味付けが魅力だ。
ライスかパンがつくが、ぜひパンを頼
んで欲しい。早朝から薪で焼かれる
パンは、噛むほどにじわっと口の中
に素朴な甘さが広がる。「パンには
一切添加物を使用していませんが
安全・安心をウリにしたくないんで
す」とオーナーは言う。近々、カル

ピスバターを使用し
た特選食パンも発売
の予定だ。（取材・北中）

石窯パン・欧風家庭料理・喫茶

●草津市大路1-3-12●tel：077-563-9559
●AM10:30～PM9:00頃
  ランチAM11:30～PM3:00
  ディナーPM5:00～PM9:00頃（OS=PM8:00)
●定休日:水曜日

石窯パン石窯パン8:3030～（なくなり次第終了）（なくなり次第終了）石窯パン8:30～（なくなり次第終了）

滋賀県立近代美術館（大津）

ひこね市文化プラザ（彦根）

雑種 ( (オス　オス　4才)雑種 (オス　4才)

わが家のペット自慢
好きなもの
耳そうじ、なでなで

嫌いなもの
掃除機

●飼い主の名前 ハマヤラワヤコ

滋賀ガイドでクリック…。
まるでアルバムをめくるかのように
写真がお楽しみいただけます

小さい頃、ホントに怖がっ
ていた獅子舞が今年もやっ
てきた。この獅子舞を演じ
るのは三重県桑名市の伊勢
大神楽（いせだいかぐら）
山本源太夫社中。近江八幡
では2月頃に見かけるが、そ
の後4月頃まで県内各地を巡
る。国の重要無形民俗文化
財にも指定されている。

獅子舞近江八幡市

食いしん坊のアポロ
料理中のお母さんにピッタリ
くっつき、上から何かこぼれ
てくると、すかさずパクッ。

・ＯＴＳＵ７シネマ
・ワーナー・マイカル・シネマズ近江八幡

監督 阪本順治　
出演 萩原聖人・オダギリジョー
　　 ＭＩＴＣＨ・村上淳・松岡俊介

れん が や

いしがま

か

まき

（中主町在住）

昭和21年東京生まれ。2歳のとき病気にて失

明。フルートとの出会いは高校2年。新井

力夫氏に師事。昭和45年、全国盲学生音

楽コンクールにて優勝。以後、仲間と共に

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。

現在、マッサージ、はり業のかたわら、種々

の集まりでお話と笛の演奏活動を行う。盲

人用パソコンソフトを駆使してメール交換

を楽しむ。
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長浜市朝日町34-24 
TEL＆ FAX：0749-65-0234
●入館料／一般：800円、学生：600円、中学生以下：500円
●開館時間／午前10：00～午後 5：00
●休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌日）

成田美術館は、19世紀末に活躍したガ
ラス工芸の巨匠、ルネ・ラリックの作
品を展示する個人美術館。ラリックの
作品にはアール・ヌーヴォーからアール・
デコへの変遷や、当時ヨーロッパを中
心に流行したジャポニズムの影響が色
濃く映し出されていて大変興味深いも
のがあります。

この美術館が出来るきっかけは館長が
娘時代、母からプレゼントされた花瓶
にあります。この花瓶に魅せられたこ
とがコレクションのスタートとなり、良い
かたちで彼の作品をご覧頂きたい
との想いで美術館建設を決意。館
長の成田さんご本人が設計から関
わって1998年に開館しました。
盆梅展の会場・慶雲館から徒歩で

すぐのところにある成田
美術館。現在は女性をモ
チーフにした作品を中心
に展示されています。

（取材・田中）

冬の北びわこ観光キャンペーン

2/14（土）
・15（日）

草　津 バレンタインフェアー
お子さまにチョコレートプレゼント！
●場所：道の駅草津 グリーンプラザ烏丸
●料金：無料
●備考：2,000円以上お買い上げ毎にスピードくじを毎日開催！
●お問合せ：道の駅草津 グリーンプラザ烏丸/077-568-1208

2/21（土）
・22（日）

五個荘 人間ひなまつり
2日間だけ開催されるお楽しみイベントで、内裏様や三人官女
五人囃子などのお雛さまに扮した「人間雛」が登場し、白酒な
どでみなさまをお迎えします
●場所：近江商人屋敷（外村繁家）
●時間：10:00～15：00
●料金：おとな500円、こども（小・中学生）250円
●お問合せ：五個荘町観光協会/0748-48-2100

2/14
（土）

彦　根 バルーンアート
バルーンアートを作って楽しもう!!
●場所：ふれあいの館 集会室
●時間：14：00～15：00 
●料金：無料
●備考：対象/幼児・小学生（幼児は保護者同伴）
●定員：先着30名（申込不要）
●お問合せ：ふれあいの館/0749-25-4452

2/28
（土）

近江八幡 わくわく科学教室
楽しい実験を予定しています
●場所：近江八幡市立図書館 視聴覚室
●時間：14：00～16：00（13：30から受付）
●料金：無料
●備考：対象/小学生～大人
●定員：50人（事前申込要）
●お問合せ：近江八幡市立図書館/0748-32-4090

2/29
（日）

米　原 ぶんさんサロンコンサートVol.4
光永秀子 「チェンバロの魅力」

バロック時代に大活躍していた「チェンバロ」の、現代のピア
ノでは表現できない音色を、お楽しみ下さい
●場所：文化産業交流会館 小劇場
●時間：13：30（開場13：00）
●料金：無料（要入場整理券）
●お問合せ：滋賀県立文化産業交流会館/0749-52-5111

3/7
（日）

大　津 トリオロジー（弦楽三重奏）
90分で回る世界一周旅行
長い散歩を想像してください。
…とても長いもの。…考えられる限り長い長い散歩。
●場所：びわ湖ホール 小ホール
●時間：14：00（開場13：30）
●料金：一般3,500円
　　　 青少年（25歳未満）2,500円 
●備考：6歳未満のお子様入場不可 
●お問合せ：びわ湖ホール
　　　　　 077-523-7136

豊公園
長浜城跡
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成田美術館

綿棒を見るとうれし
くてたまらない！す
ぐに走って行って身
をゆだねるのさ。
あ～、幸せ・・・

電子手帳は「画像の保存」「情報検索」「通信」「漢字調べ」・・・など紙
の手帳に比べて圧倒的に便利。それなのに13％とは!?発売されて
日が浅いと言うわけでもない。個人的には付属のペンで画面をな
ぞる、あの手書き感覚が好きになれない。近頃、ノートパソコン（B5）
がどんどん薄く、軽くなってきており、携帯電話とセットでメール
のアクセスも早い。これからはこれがビジネスの花形になるかも？


