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栗東市安養寺178-2　
TEL：077-554-1313　FAX：077-554-1662
●開園時間／9：00～17：00●入園料／無料
●休園日／毎週火曜日（祝祭日の場合はその翌日）
　　　　　年末年始　国民の休日の翌日
●駐車場／50台（障害者用2台）

とんかつ亭　
●安土町上豊浦1012●tel：0748-46-5558
●定休日：月曜日(祝日の場合は翌日)
●営業時間：ランチ/11:00～14:00
　ディナー/17:00～21:00（OS＝20：30）

志賀町・段々畑15
ＪＲ蓬莱駅から西へ、志賀中学校の裏手から、かなりきつい坂道を登っていくと琵
琶湖を一望できる段々畑が広がっている。道中には別荘や陶芸家のアトリエなども
あり、とてものどかだ。段々畑から琵琶湖を望むと、左手には伊吹山、対岸にはひ
ょうたん島のような沖島が見える。中央のグランドが志賀中学校。琵琶湖に突き出
た三角州の向こうに見えるのが三上山。右手には琵琶湖大橋まで見える。

段々畑から琵琶湖を望む　　写真／㈱ヤマプラ・北中
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自然観察コース『春を告げる植物』

ミニクラフト『木の実笛』

このアンケートはインターネット
を通じて行われている。つまり、回
答者は必ずノートパソコンかデス
クトップパソコンを持っている。こ
の中で、現在、携帯用ノートパソコ
ンを持っているモバイル派の人は
約3分の1の38％（左グラフ）。
しかし、将来、これを持ちたいと答
える人は46％（右グラフ）もあり、時

代は確実にモバイル化に向かって
いると言える。
モバイルと言えば、携帯電話やカー
ナビだが、携帯電話にはキーボード
が使えない不便さがあり、カーナビ
には車に個人情報を置きっぱなし
にするリスクがある。やっぱりパソ
コンのモバイル化なのだろうか？

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 

3/20
（土）

3/21
（日）

栗　東 アトリウムコンサート
梁山泊（ニュークラシック・マルチアンサンブル）のク
ラシック曲をスーパーマルチアンサンブル（サックス・
チューバ・ピアノ・パーカッション）でお楽しみ下さい。
●場所：栗東芸術文化会館さきら
●時間：12：45～13：45●料金：無料
●お問合せ：栗東芸術文化会館さきら/077-551-1455

安曇川 クライミング体験教室
クライミングが初めての方や小学生以上の方に、安全で
楽しく体験していただくための教室です。
内容：高さ9mのクライミング
●場所：びわ湖こどもの国●時間：13:00～15:00
●料金：小中学生200円、高校生310円、その他460円
●対象：小学生以上●定員：15人（当日先着順）
●お問合せ：びわ湖こどもの国/0740-34-1392

ドヴォルザーク没後100年記念に寄せて

●場所：わたむきホール虹
●時間：15：00（開場14：30）●料金：1,000円(ドリンク付)
●お問合せ：わたむきホール虹/0748-53-3233

山　東 熊本マリ ピアノリサイタル
ルッチプラザの3回目のバースデーを記
念した特別公演！
●場所：ルッチプラザ ベルホール310
●時間：14：00（開場13：30）
●料金：全席自由 大人2，500円
　　　 　　　　 高校生以下1，500円
●お問合せ：ルッチプラザ/0749-55-4550

安　土 オルガン教室発表会2004
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四苦八苦と言う言葉があります。
これは仏教用語で、人間が生きて
いく上で避けられない苦しみです。
特にその中でも「四苦」は最も厳
しい苦で、「生」「老」「病」「死」
を意味します。 
病気が苦しいことは分かりますが
「老いの苦しみ」と言っても歳をと
るのは仕方のないこと。また、「死
の苦しみ」と言っても自覚症状は
全くありません。
実は、お釈迦様の説かれた「苦」
とは、古代インドの言葉で「ドウ
ッカ」と発音し、「思う様にならな
い」という意味だそうです。　
確かに「生まれて来ること」「老い
ること」「病気になること」「死ぬ
こと」…どれも思う様になりません。
何ともならないのに何とかしようと
もがくと、そこに苦しみが生まれ
ます。だから、中国で漢字に翻訳
されるときに「苦」と訳したそう
です。　
お釈迦さまは、苦から逃れるため
には、そのまま受け入れれば良い
と説かれました。
「あきらめ」とは、「明らかに見て
受け入れる」ことで、その上で自

分に出来ることを精一杯すること
だそうです。　
江戸時代の禅僧、良寛さんの住ん
でいた地方に大きな地震がありま
した。良寛さんは知人への手紙で「災
難にあう時節は災難にあうがよい。
死ぬ時節には死ぬがよい。これが
災難を逃れる妙法」と書かれたそ
うです。
何ともならないのに、何とかして
欲しいと子供のようにもがくのが
私たち人間です。しかし、そんな
私たちに向かって母親のように「ま
かせなさい」と引き受けてくださ
る方、それが仏様です。その仏様
に「南無」とまかせることこそ、苦
を逃れる妙法なのです。

ほうらい

栗東市安養寺にある栗東自
然観察の森では、季節の植
物や昆虫・動物が無料で観
察できます。まずはネイチャ
ーセンターに行って毎月発
行される観察マップを片手

に森を散策してみよう。このマップはイラス
ト付でわかりやすく解説しているので、見過
ごしてしまいそうな小さな植物にも出会えま
す。また、ここでは観察指導
員が案内して下さる自然観
察会や自然の素材を使っ
たクラフトや料理教室な
どのイベントも行われて
います。
現在、観察の森では、ザゼン

ソウやミスミソウ、オオイヌノフ
グリ、フキノトウなどが観察で
きます。またイトトンボの湿地
では、ニホンアカガエルの卵も
見ることができます。運が良け
ればルリビタキなどの

野鳥とも出会えます。３月は冬
の寒さをじっと我慢してきた生
き物たちが活動し始める頃。春
を感じに観察の森へ出かけて見ま
せんか？　　　　　　　　　　　　（取材・北中）

虹のサロン「ピアノトリオによるドヴォルザークとの出会い」

近江八幡

3/21（日）まで　tea space茶楽
子どもアトリエおれんじ第1回制作展

●場所：tea space茶楽 2Ｆギャラリー
●時間：11：00～18：00（最終日17：00まで）
●料金：無料
●お問合せ：tea space茶楽
　　　　　 0748-32-8885

近江八幡3/24
（水）

サヨコオトナラ
ＶＯのサヨコ（元ゼルダ）、ＧのＯＴＯ（元じゃがたら）ジャ
ンベの奈良大介からなるアコースティック・ユニット。
関西初ツアー！
●場所：酒游舘
●時間：19：00（開場18：30）
●料金：前売3,000円 当日3,300円
●お問合せ：酒游舘/0748-32-2054

草　津3/27
（土）

3/28
（日）

手をつなごう！いっしょに子育て

素朴な木の造形ブロック「魔法の板カプラ」で、お父さん
もお母さんも子どもといっしょにおおはしゃぎ。
●場所：コープしが草津センター
●時間：10:00～12:00●料金：無料
●定員：親子50組、要予約(多数の場合抽選)
●申込方法：名前/およびお子さんのお名前・年齢/連絡
　　　　　 先の電話番号をお知らせください。
●お問合せ：コープしが草津センター/0120-66-2913

「パート5 みんなでいっしょに遊ぼうよ！」

蒲　生 蒲生町あかね児童合唱団　第４回演奏会

２年に１度の児童合唱団の定期演奏会です。
●場所：あかね文化センター
●時間：14：00（開場13：30）●料金：300円
●お問合せ：あかね文化センター/0748-55-0207

合唱で綴るサウンド・オブ・ミュージック

彦　根 惑星大集合 観望会
月・火星・水星・木星・金星・土星が一列に並ぶ、春の夜空
を望遠鏡で見てみよう。
●場所：ビバシティ彦根屋上駐車場 特設会場
●時間：18:00～20：00●入場は無料
●備考：お車でお越しの方は4階までにお停め下さい
●お問合せ：ビバシティ彦根/0749-27-5170

長　浜 「お花見船クルーズ」バスツアー4/7
（水）

8
（木）

12
（月）

13
（火）

展示

幸津川教室 速野小6年 高野あづさ

「日本のさくら名所100選」にも選ばれた海津大崎の桜
と長浜城豊公園の桜をお楽しみいただけます
●集合場所：JR西大津駅12：10集合（12：20出発）
　　　　　 JR京都駅八条口12:50集合（13：00出発）
　　　　 　JR大津駅逢坂ビル前13：40集合（13：50出発）
●定員：先着40名（最小催行人員25名）　　　　　　
●料金：大人6,300円、子供5,100円（バス代・船代・食事代・
　　　 長浜城歴史博物館入館料・
　　　 旅行傷害保険料含む）
●申込み・お問合せ：近江鉄道（株）
　セールスセンター/0749-22-3313
　（受付時間9：00～19：00※日祝日除く）

文芸セミナリヨでパイプオルガンを学ん
でいる受講生たちの、年に一度の発表会。
パイプオルガンのさまざまな音色を楽し
みませんか？お気軽にお越し下さい。
●場所：安土文芸セミナリヨ
●時間：13：30（開場13：00）
●料金：無料（要入場整理券→TEL予約または直接取りに行く）
●お問合せ：安土文芸セミナリヨ/0748-46-6507

国道８号線から安土の市街地に向
かう途中に『とんかつ亭・伊呂波』
がある。
おすすめランチは色々だが、とに

かく根強い人
気を誇るトンカ
ツ定食(¥850)
を食べてみた。
トンカツは肉厚
なのに柔らかく

うまみの濃い肉で衣もサクッと軽
いのが魅力的。店長の天野さんに
よれば、豚のエサからして違うと
言う。トンカツを揚げる油はサラダ
油とコーン油だそうで、あっさりと
した軽い風味がうれしい。出てくる
ソースはデミグラス・トンカツソー
ス・ポン酢の3種類。サラダドレ
ッシングも自家製で、キャベツが
サッパリとおいしくいただける。こ
の他、店長おすすめランチとして
「Ａランチ（ハンバーグ・エビフライ・
クリームコロッケ）」「豚角煮定食」
「近江牛バラ焼肉定食」などがある。
どれも上質の素材にこだわり、丁
寧につくられる人気メニューだとか。
夜はコース料理や各種宴会の予約
も受付けている。　　　（取材・川上）

ねい

※団体利用は下見や打ち合わせが必要なため
　来園日の２週間前までにお申込み下さい

安土町役場

安土中学校

学校給食センター

西生来町
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