
「春の近江八幡」をテーマに、デジタルカメラとカ
メラ付携帯電話の写真コンテストを行います。近
江八幡であれば題材は問いませんが、今年撮影に
限ります。楽しい作品をお待ちしています。

毎日新聞のご購読お申し込みは

【Oh!Me】

写真コンテスト作品募集
春の近江八幡を撮ろ春の近江八幡を撮ろう！春の近江八幡を撮ろう！

わが家のペット自慢
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形から入る

  【お茶の話5回シリーズ】その⑤

きたの　  そうどう

昭和13年滋賀県生まれ　裏千家正教授

天津商科大学裏千家短期大学講師 

（社）茶道裏千家淡交会特別参事

（社）茶道裏千家淡交会滋賀支部幹事長 

守山市教育研究所運営委員長

現在、守山と京都にて茶道教室を開校

皆さんがお茶を習い始められる動
機は様々です。「行儀作法として習
いたい」「お稽古を通じて友達をつ
くりたい」「お茶人の取引先の方と
話が合うようにしたい」「陶器や骨
董品に興味がある」「茶の心を知り
たい」…等々。
最初は「おじぎの仕方」「ふすまの
開け閉め」「歩き方」…と、めんど
うくさい？ことが多く、棒を折る
人も少なくありません。
本やビデオで能率よく勉強したい
と言い出す人もあります。それも
悪くはありません。しかし、茶の
稽古はそれ自体が本番なのです。
稽古を通じて心を作っていくとこ
ろに目的があります。
日本の習い事のほとんどは「茶道」
「華道」「剣道」…と言うように「道」
がつきます。道の行く先は心です。
形から入っても、心から入っても
良いと思いますが、大抵は形や技
から入ります。
最初はぎこちなくとも、そのうち
自分のものになってくると動作に

柔らかさが出てきます。動作が不
自然で無くなった時、不思議と心
も養われているものです。
茶は一見、堅苦しいようですが
実は自由で柔らかいものなのです。
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栗東芸術文化会館さきら20

ＪＲ栗東駅東口を出て栗東バーディタウンを抜けると、『栗東芸術文化会館さきら』
の広場が目の前に広がる。左手には野外ステージ、右手には滝と浅い池があり、週
末になると家族連れや子供たちでにぎわう。毎月中旬の日曜日には無料コンサー
トが、そして休日にはイベントやフリーマーケット等が開かれ、市民の憩いの場と
して親しまれている。

さきら入口からアトリウムを望む　　写真／㈱ヤマプラ・北中
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5/9
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大　津

「輝け、愛と命」コンサート
大阪センチュリー交響楽団によるミニコンサート
●場所：滋賀会館 大ホールロビー
●時間：12：30～13：00●料金：無料
●お問合せ：（財）滋賀県文化振興事業団/077-522-8369

草　津 第14回 ハンギングバスケット＆コンテナ展
一般から寄せられたコンテスト作品約100点を展示。力
作揃いです。他、各講習会やイベント等が目白押し！ま
た、園内に春の草花が勢揃いする様も見逃せませんよ！
●場所：草津市立水生植物公園みずの森
●時間：9：00～17：00●休園日：5/6（木）
●料金：入園料のみ必要※各講座に参加される方は材料費も必要
●お問合せ：草津市立水生植物公園みずの森/077-568-2332

びわ湖ホール（大津）

えほん×ジャズ＝コドモもえほん×ジャズ＝コドモも
オトナもめちゃオトナもめちゃ2楽しい楽しい
シアターライブシアターライブ

えほん×ジャズ＝コドモも
オトナもめちゃ2楽しい
シアターライブ

近江ボウルプラザ 大津プリンスホテル

治療薬マニュアル 2004
関顕 医学書院 ¥5,250

看護・医学略語・用語ガイドブック
医学芸術社 医学芸術社 ¥1,680
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紀伊国屋書店 大津店調べ

新・人間革命 第12巻
池田大作 聖教新聞社  ¥1,300

13歳のハローワーク
村上龍 幻冬舎 ¥2,600

韓国ドラマＮＯＷ
主婦と生活社 ¥1,050
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新卒 社員

募集

湖国ごちそう紀行湖国ごちそう紀行 ママの手

手作りシフォンケーキ
ママの手
甲賀郡甲西町菩提寺2093-433 
TEL：0748-74-2987 
定休日：日・月曜日・祝日
営業時間：10：00～18：00
http://www.biwa.ne.jp/~uncle-y

甲賀郡甲西町
シフォンケーキ専門店

たまごのYASU
野洲郡野洲町冨波甲681-4
TEL：077-588-4246 
定休日：水曜日
営業時間：9：00～14：30

と ば こう 卵、牛乳、小麦粉、そして油。
すべての素材にこだわった
シフォンケーキです！

「初卵」は、若鶏が最初
に産む卵。栄養満点で
妊婦さんが食べると
スタミナがつくとか。

ママの味はママの味は
しっとり・ふわふわしっとり・ふわふわ 
ママの味はママの味は
しっとり・ふわふわしっとり・ふわふわ 

（大津市生涯学習センター内）
大津市本丸町6ｰ 50
TEL　077-522-1907
FAX　077-522-2297

ゴールデンウィーク（ＧＷ）を一週間後
に控えたにもかかわらず、「予定なし」が
約1／3。日々の忙しさの中でＧＷの予定
にまで考えが及ばないのが実情か？ぜひ、
『Ｏｈ!Ｍｅ』や『滋賀ガイド！』をチェック
して、お出かけプランの参考に！
一方、「農作業にはげむ」＋「仕事」の「労働
派」も約20％。ご苦労様…と頭が下がる。
中にはＧＷの混雑を避け、平日に代休を
楽しむという方もおられるはず。
せっかくの長期休暇、方法は人それぞれ
に、ぜひともリフレッシュして、今年の
後半戦に備えるべし！

あかね

 　

「ママの手」のシフォン
ケーキを一切れ口にすると、ケーキ
地のキメの細かさに驚かされます。
ふっくらと弾力があって、まるで子
供の「ほっぺ」のよう。
ケーキ生地だけのシンプルな「プレ

ーン」もおいし
いですが、季節
限定の「きなこ
うぐいす」は
納得のごちそう！ 

奥さんの由紀さんと「ママの手」を
開いている山岸隆さんにお話をうか
がいました。「家内がたまたま出会
った地元産の有精卵・茜ちゃんはス
ーパーで買う卵の倍以上する高価な
ものです。これを使ってケーキを焼
き、知人に食べてもらったところ大
評判。口コミで人気
が広がっていきま
した。卵をつくってい
る保田さんのこだわ
りを知っている今では

かえって安いと思うようになりまし
た。生産者が心を込めてつくられた
材料を使ったケーキを、ぜひ地元の
方に食べてもらいたい。そう思いな
がらケーキを焼いています」

安全な卵は安全な卵は
健康な雌鳥から健康な雌鳥から 
飼料の価格は年々値上
がりしているにもかかわらず、30年
前からほとんど値段が変わらない卵。
それは生産過程の合理化によるもの

といわれています。
10年前から野洲町でこだわ
りの卵をつくる保田さんは

こうした合理化を「卵の製造工場」
と呼んで嘆いています。「一般の養
鶏場では、身動きのできないカゴの
中で鶏を育てています。でも、うち
は鶏が自由に運動できる平飼いをし
ています。飼料も国産を中心に生産
者の顔が見えるものを仕入れていま
す」と語る保田さん。毎日、口にす
るものだからこそ安全なものを。コ
ツコツと積み上げてきたこだわりの
重みを感じました。　　　（取材・三澤）

ユニチャームペットケア㈱

とうひん

大津市科学館のプ
ラネタリウムが3
月 20日（土）に
リニューアルオー
プンしました。

ドーム内では雲が流れたりオーロ
ラが出現したりと、従来よりリア
ルに天空が再現されるようになり
ました。日没や夜明けなどパノラ
マ風景の移り変わりも感動的です。

また動画でわかりやすく説明を加
えるなど、新しい形での解説でよ
り一層楽しめます。上映時間は約
50分。この機会に、ぜひ一度プラ
ネタリウムに足を運んで宇宙の神
秘に触れてみませんか？（取材・大西）

淡海青少年劇場
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（土）

5/4
（火）

5/9
（日）

5/3
（祝）

5/5
（祝）

5/30
（日）

栗　東 自然観察コース「薬草と野鳥」

自然観察指導員の解説を聞きながら、新緑の森を歩い
てみませんか・・・
●場所：栗東自然観察の森
●時間：13:30～15:00●料金：無料
●お問合せ：栗東自然観察の森/077-554-1313

五個荘 オー！キッズフェスティバル
手づくりこいのぼりコンテスト、フワフワ、バルーン教
室、ジャグリングなど・・・楽しいよ！
●場所：てんびんの里文化学習センター
●時間：9：00～16：00●料金：無料
●備考：手づくりこいのぼり展は4/20～5/2まで開催中
●お問合せ：てんびんの里文化学習センター/0748-48-7100

5/2
（日）

彦　根 コカ・コーラ イベント 缶積み大会
1位:5,000円の商品券、2位:3,000円の商品券、3位:2,000
円の商品券がもらえる！さあ、みんなでチャレンジ！
●場所：ビバシティ彦根 1階センタープラザ
●時間：13:00～/15:00～●参加料：無料
●備考：各回先着10組様 3名1組でご参加下さい
●お問合せ：ビバシティ彦根/0749-27-5170

4/29
（祝）

開催日：5/3(祝)・5/4(火)・5/5(祝)・5/16(日)・5/23(日)・5/30(日)

大　津 板倉広美展

安　土 体験博物館 「勾玉を作ろう！」
展示物を観覧するだけではなく、種々の作業を通じて
歴史を体験していただく催し物です！
●場所：県立安土城考古博物館●時間：10：00～/13：30～
●料金：500円（材料費）●定員：午前、午後とも各先着20名
●備考：各回約2時間程度、要予約
●お問合せ：県立安土城考古博物館/0748-46-2424

大　津 びわ湖ホール声楽アンサンブル 第23回定期公演

彼の〈うたごころ〉あふれるものを集めました。知られ
ざる佳曲の紹介を含め、美しいシューベルトの世界を
お楽しみ下さい！　指揮：本山秀毅　ピアノ：船橋美穂
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

湖上にて ～うたごころのシューベルト

5/15
（土）

今　津 新緑の箱館山ハイキング
箱館山ヒュッテ前での餅つき、宝さがし、わらび採りな
どの楽しいイベントの開催を予定しています！
●場所：集合場所：ＪＲ湖西線近江今津駅
●集合時間：9：10●料金：大人2,300円 小人1,700円
●定員：200名（先着）●申込：往復ハガキに「新緑の箱館
山ハイキング」と明記、代表者の郵便番号・住所・氏名
年齢・電話番号・参加人数および参加者全員の氏名を記
入の上、4月30日（必着）までにお申し込み下さい。
〒520-1631　高島郡今津町今津名小路1-4-1
　　　　　　湖西夢ふるさとワイワイ倶楽部
　　　　　　ウォーキング倶楽部実行委員会宛

●お問合せ：湖西夢ふるさとワイワイ倶楽部
　　　　　 ウォーキング実行委員会/0740-22-3181

●期間：5月4日（火）～5月9日（日）
●場所：びわ湖大津館
　　　 3Ｆ市民ギャラリー
●時間：10：00～18：00
　　　 （最終日17：00まで）
●料金：無料●お問合せ：びわ湖大津館/077-511-4187

甲　西 重要文化財 金銅誕生釈迦仏立像
国宝・善水寺において重要文化財・金銅誕生
釈迦仏立像の特別公開です。
●場所：善水寺（甲賀郡甲西町岩根3518番地）
●時間：9：00～16：30●拝観料：500円
●お問合せ：国宝・善水寺/0748-72-3730

墨・麻布（115×169㎝）

まがたま
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