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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

一休さんと蓮如さん 

  【仏教説話5回シリーズ】その①

さいごうきょうしん

守山市・今浜町11
守山市今浜町にある第一なぎさ公園では、今、「寒咲花菜（かんざきはなな）」が
黄色いじゅうたんを敷き詰めたかのように咲き広がっている。その数なんと
13,000本。対岸の雪をいただいた比良山系、そして淡いブルーの琵琶湖が見事な
コントラストを成している。冬に咲く菜の花の一種・寒咲花菜は守山市シルバー
人材センターのお年寄り約20人が育てているもので、12月初旬から花が付き始め
2月下旬ごろまで楽しめる。

今浜町から比良山系を望む　　写真／㈱ヤマプラ・北中

一休さんと、蓮如さんは宗派が違
いましたが、親しくされており、
この近江の地にいくつかの言い伝
えがあります。 
ある日、一休さんから蓮如さんに
手紙が届きました。蓮如さんが中
をあけてみると、長い手紙の最初
に「あれこれ」と書いてありました。
その次の行にも「あれこれ」そし
て次の行にも、「あれこれ、あれこ
れ」と書いてあり、ず～っと「あ
れこれ、あれこれ」と続いていま
した。そして最後に「とかくこの
世は忙しい」と書かれていました。
なるほど、毎日毎日「あれもしな
ければ、これもしなければ」と、考
えただけでも、とかくこの世の中
は忙しい。
蓮如さんはさっそく返事を書きま
した。一休さんに負けないくらい
長い手紙です。一休さんが読んで
みると、最初に「ねてくて」と書
いてありました。
その次も「ねてくて、ねてくて」と
書いてあり、その次もその次も「ね
てくて、ねてくて」。そして最後に一
言、「そして棺桶」と書いてありま
した。

「あれこれ忙しい人生において、私
たちがしていることは、寝て食って、
寝て食って、そして…死んでいく」
ということです。
光陰矢のごとし、人生はあっと言
う間に過ぎていきます。特に、目
的を持たない人生はむなしく過ぎ
ていきます。
せっかくこの世に生まれて来たの
ですから毎日を大切に、味わい深
く生きていくことが大切だという
一休さんと蓮如さんからのメッセ
ージです。

※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。

ガンバルひこねの音楽家たち

ひこね市文化プラザ（彦根）

大津市伝統芸能会館（大津）

ルッチプラザ（山東）

雑種 ( (オス　オス　7才)雑種 (オス　7才)

わが家のペット自慢

好きなもの
『ピィッピィ』と鳴るおもちゃ
お父さんとのお散歩
顔のマッサージ＆ブラッシング
おやつのジャーキー

嫌いなもの
生肉風味の犬用の缶詰

飼い主の名前 あんみつ姫

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

守山・湖岸沿いの滑走路にラ
イトプレーンが飛び立った。高
いエンジン音を響かせながら
大空を舞う姿は自由でどこか
愛らしい。シャッターを切る手が
凍えるこの季節、上空はもっ
と寒いと思うが、見ている方も
冷や冷や。しばらく空中散歩を
楽しみ、無事着陸したパイロ
ットの微笑みに胸をなでおろす。

ライトプレーン
守山市

・ＯＴＳＵ７シネマ・浜大津アーカスシネマ
・草津シネマハウス・彦根ビバシティシネマ
・ワーナー・マイカル・シネマズ近江八幡
・水口アレックスシネマ 

監督 マシュー・カソビッツ　 
製作 ジョエル・シルバー/ロバート・ゼメキス 
　　 スーザン・レビン
出演 ハル・ベリー/ペネロペ・クルス
　　 ロバート・ダウニー・ジュニア

昭和32年、熊本県生まれ。 

浄土真宗本願寺派（西本願寺）滋賀教区 

彦根組 龍泉寺住職。本願寺派 布教使。　

本願寺八幡別院・滋賀教区教務所勤務 

八日市 村中李衣さんの「おはなしかい」
よむよむひろば！りえさんとえほんを楽しもう！
●場所：八日市市立図書館 2階集会室
●時間：14：30～15：30
●料金：無料
●備考：事前申込不要
●お問合せ：八日市市立図書館/0748-24-1515

栗　東 自然だいすきコース
「竹で生き物をつくろう」

ええっ？竹でこんなのがつくれるの？大満足の工作コーナー
●場所：栗東自然観察の森
●時間：9：30～12：00
●料金：100円
●備考：先着30名・要予約
●持ち物：ぞうきん、軍手、はさみ、剪定ばさみ（あれば）、ナイフ、キリ等
●お問合せ：栗東自然観察の森/077-554-1313

2/28
（土）

2/29
（日）

2/21
（土）

蒲　生 あの名曲をもう一度
出演：Rhythm Fantasy(マリリン・ローさんと西田玲子さん）
曲目：ビートルズ、カーペンターズ、アバの名曲
●場所：蒲生町あかね文化センター
●時間：19：00（開場18：30）　
●料金：500円
●お問合せ：蒲生町あかね文化センター/0748-55-0207

3/6
（土）

近江八幡 3Ｂ体操体験教室
●場所：近江八幡勤労者総合福祉センター（アクティ近江八幡）
●時間：10：00～12：00
●料金：無料（スポーツ保険加入代100円）
●備考：定員/30人
●受付：来館または電話で・2月29日（日）まで
●備考：運動のできる服装・運動靴で来て下さい
●お問合せ：アクティ近江八幡/0748-38-0758

3/7
（日）

草　津 水族展示の舞台裏
日頃みることの出来ない水族展示の裏側を見る事が出来ます！
●場所：琵琶湖博物館
●時間：10：00～12：00
●料金：100円（保険料）
●備考：定員/40名 小学校4年生以下は保護者同伴
●申込締切：2月27日（金）必着
●お問合せ：琵琶湖博物館 観察係/077-568-4811

3/13
（土）

大　津 びわ湖ホール声楽アンサンブル
第22回定期公演

ヘンリー・パーセルの傑作オペラ「ディドとエネアス」全曲を
オリジナル編成で。 また、「ラルゴ」として有名な「なつかしい
木陰よ」ほか、ヘンデル作曲のオペラ名場面もお贈りします! 
指揮：本山秀毅
リュート：高本一郎
リコーダー：中村洋彦、白木絵美
弦楽：大阪チェンバーオーケストラ
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
●場所：びわ湖ホール 小ホール
●時間：14:00（開場13：30）
●料金：一般 3,000円、青少年（25歳未満）2,000円
●備考：6歳未満のお子様ご入場不可
●お問合せ：びわ湖ホール チケットセンター/077-523-7136

夫用と妻用、親用と子供用…。バスや電車など公共交通手段が未発
達な滋賀県では、どうしてもクルマは2台必要か？兼業農家が多く通
勤用と農作業用で2台という場合もありうる。たまには3台、4台と家
族の数より多くのクルマを持っている家を見かけることもある。この結
果はクルマで滋賀県の経済が動いていることを示している。

チャームポイント
四角く垂れてる耳
黒くてちょっと大きめの鼻
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特選 近江牛肉 レストラン

●近江八幡市鷹飼町558●tel：0748（33）3055
●平日/AM11:30～PM3:00・PM5:00～PM8:30（OS）
　土日祝/AM11:30～PM8:30（OS)
●定休日:火曜日※祝日の場合は営業

（撮影・苗村）
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2/7（土）、伊吹山スキー場で「第1回伊吹山
ファミリーカップ大会」が開催され、6組12
名の親子が競技を楽しみました。
この大会は8本のポー
ルが立てられた約 280
メートルのコースを滑
り降り、親子の合計タ
イムを競うものです。
それにしても子供さん
のうまいこと！中には
お父さんの「いまひとつなタイム」をお子

さんがカバーするという場
面もありました。
昼からは「餅つき大会」が
あり、伊吹山で採れた「よ
もぎきなこ餅」に黒山の人
だかり！あっという間にな
くなりました。

しばらくして「宝探しゲーム」が始まり、冷
たい風にもめげずお宝を探しに大人も子供
も一生懸命に雪を掘りました。こうして「伊

吹山ファミリーカップ大会」は
無事終了しました。
初心者向けのコースが中心の伊
吹山スキー場は、小さいお子さ
んから大人まで家族みんなで楽
しめます。3/21まで営業してい
るそうです。家族みんなで出か
けてみてはいかが？

（取材・佐藤）

坂田郡伊吹町上野 
TEL：0749-58-0303
●営業時間／
スキーリフト＝7：00～17：00
ゴンドラ＝7：00～17：30　
●料金等詳しくは上記まで
　直接お問い合わせください

優勝した
米澤ファミリー

「ティファニー」
は、近江牛の
老舗「カネ吉」
直営のレストラ
ン。近江八幡駅
北口から徒歩2

分で、1Ｆ精肉店横の階段を登った
2Ｆにある（3Ｆは大小宴会場）。「多
くの人に良い肉を食べて欲しい」と
の願いをきっかけに始められたとい
う店ならではの気くばりは、肉の質
のよさで感じられる。ランチメニュ
ーは「ステーキランチ」「シェフセット」
近江牛を堪能できる「しゃぶしゃぶ
ランチ」。それと他に日・祝日除く
AM11:30～PM2:00の「サービスラ
ンチ」は「ミニッツステーキ」「和牛ハ
ンバーグステーキ」「特選ビーフシチ
ュー」「オリジナルビーフカレー」「シ

ーフードフライ盛り合わせ」「すきや
き鍋セット」とバリエーション豊かな
のがうれしい。今回ピックアップする
のは「和牛ハンバーグステーキ」。
スープ・サラダ・ライスorパン・コーヒ
ー付きで1,200円。和牛100％のハ
ンバーグの香りはたまらなく食欲を
そそる。そしてこの柔らかさ！添え
物の味わい深い大根やごぼう、ほ
んのりキャベツの香りにまろやかな味
のスープ。シェフの細かなこだわりを
感じる。今回は和風テイストだった
が、ソースや添え物の野菜、スープ
は季節ごとに変わりいろいろな風
味でハンバーグが味わえるのも大き
な魅力のひとつ！　　　　（取材・坂梨）
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韓国“俳優”通信
ソフトバンクパブリッシング ¥1,000

たったひとつのたからもの 息子・秋雪との六年
加藤浩美 文藝春秋 ¥1,400

負け犬の遠吠え
酒井順子 講談社 ¥1,400

福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ検定2級ﾃｷｽﾄ 改訂版
東京商工会議所 東京商工会議所 ¥3,800
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紀伊国屋書店 大津店調べ

13歳のハローワーク
村上龍 幻冬舎 ¥2,600
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・室町の笑いと江戸の笑い

・狂言 「梟山伏」：小笠原匡
・落語 「七度狐」：桂春菜
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