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チャイナ・フード　

守山市杉江町
もりやま芦刈園28

アジサイで有名な「もりやま芦刈園」は、滋賀県立琵琶湖博物館の北東、湖岸道路
の山賀大橋交差点から少し入ったところにある。ここには日本と西洋のアジサイ
100種10,000本が植えられており、ピンクや薄青紫に色づいたアジサイがすっきり
としない梅雨空に彩りを添えている。アジサイは酸性の土で青色、アルカリ性の土
では赤味のある花が咲くという珍しい性質を持っている。開花するにつれて緑、白、
青と色が変わるので、日本での花言葉は「移り気」。見頃は6月末頃まで。 
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〒526-0203 東浅井郡浅井町野瀬828
TEL：0749-76-1126 FAX：0749-76-1133
●営業時間：10：00～21：30（4月～11月）・10：30～21：00（12月～3月）
●休館日：火曜日（祝日の場合は翌日が休館）

塀の中の真実

  【全10回シリーズ】その⑧
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講義の様子

ジャグジー

バーデプール

セラミックバス

外には健康回廊がありアスレチック
感覚で楽しめます

●近江八幡市堀上町217-1●TEL：0748-33-9988
●定休日：火曜日（祝祭日・お盆・年末年始が火曜の場合は営業）
●営業時間：ランチ11:30～14:30(LO14：00)
　　　　　 ディナー17:30～22:00（LO21：30）
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ランチタイムランチタイム
ガイド

西本願寺の偉い和尚さんから声を
掛けて頂き、私は「篤志面接委員」
という、ちょっと珍しいボランティ
アをさせてもらっている。場所は
刑務所。月に一度、釈放間近な15
名～20名の受刑者に日本の社会の
状況について話をする。長い間
刑務所で暮らしてきた人たちが出
所後、社会に適応しやすくするた
めの事前教育である。
「刑務所？まあ－！」などと思わ
ないで欲しい。大学で接する学生
より、むしろこの人たちの目の方
が輝いていることもある。
出所を間近に、今度こそ生まれ変
わろうとする「生きる」意欲が私
を元気にさせてくれる。
私は決して気負った気持ちで引き
受けた訳ではない。強いて言えば
これまで生きてきた世界とは別の
世界を見てみたいと言う好奇心ぐ
らいは多少あった。しかし、結果
は全く「別」では無かった。様々
な事情で罪を犯し、愛する人と離
れ離れになり、高い塀の中で孤独
な生活を強いられている人々に色々
な話をしているうちに万感胸に迫

って来る事がしばしばある。初め
から罪を犯そうとした人など一人
も無いと言う確信が湧いて来る。
事実、ほとんどはそうである。
そう言えば、何かの歌にもあった。
「会えなくなって初めて知った海
より深い恋心・・・・・・」
全てを失うと「事の本質」が見え
てくる。しかし、刑務所での生活
は想像以上に厳しい。
1時間余りの話の後、全員起立で
お礼を言って下さるが、お礼を言
うのはむしろ私の方かも知れない。
それが証拠に、帰りの足取りが軽
いことを常とし
言葉には言い表
せない充足感を
頂いて帰る。

レインスティックをつくろう草　津

●場所：県立琵琶湖博物館●時間：13：30～15：00
●料金：無料●定員：30名程度（当日先着）
●対象：小・中学生の方
　　　（小学4年生以下は保護者同伴） 
●お問合せ：県立琵琶湖博物館 交流センター
　　　　　　077-568-4811

チャリティバザー草　津

タオル・日用品・衣類・おもちゃ・食器セットなど。男性
衣類、作業着を大量入荷！サイズ・カラーも豊富！
多数用意してお待ちしています。
●場所：STAR グリーンヒル店 駐輪場
●時間：10：00～16：00
●お問合せ：社会福祉法人 若竹会/077-565-0178
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『梅雨  コンサート』
～アマチュアバンド エレキ部門～
五個荘

今年も熱い熱いステージライブだ！
●場所：てんびんの里文化学習センター
●時間：13：00～●料金：無料
●お問合せ：てんびんの里文化学習センター/0748-48-7101
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6/27
（日）

～チェコ・ハンガリーへ行く～
7/3 
（土）

光永3姉妹物語大　津

ピアノ・デュオとフルートで構成された3姉妹によるア
ンサンブル。ロシア・フランス・アメリカに続き、世界遺
産のきらめく、中世の町並み残る中欧へ出発します。

●場所：びわ湖ホール 小ホール
●時間：18：30開演 18：00開場
●料金：一般2,500円 学生1,500円
　親子ペア券3,000円 3姉妹チケット3,000円
●お問合せ： 事務局/077-534-3276

心を彩る響き インド古典音楽
7/4 
（日）

サロンコンサート米　原

7/4 
（日）

籐の作品展水　口

■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。■価格は全て税込みです
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（撮影・北中）

6/26（土）

区分 バーデバス

大人

子人

回数券
12回
（子供）

500円

300円

5,000円
（3,000円）

バーデバス
＋

バーデプール

600円

400円

6,000円
（4,000円）

セラミックバス

3,000円

「バーデあざい」は、4月
に浅井町野瀬にオープン
したばかりの温浴施設。
浅井町が「いつまでも安
心して暮らせるまちづく

りのために」という考えから作った「健
康パークあざい」の中にある施設の一つ
です。国道365号線から浅井町文化スポー
ツ公園に向かい、さらに山の中に入った自
然豊かな場所にあります。館内には「バー
デバス」、「バーデプール」、「ＳＧＥセラミック
バス（砂風呂）」の3つの施設があり、そ
れぞれ美容と健康に効果があると人気です。
バーデバスには、優れた医療効果のある鉱
石風呂や、自然の
風を満喫できる露
天風呂、健康回復
に効果のある４種
のサウナなどがあ
ります。バーデプールとは運動浴ができる
プールで、腰痛改善教室やアクアビクス教
室なども開かれています。特に高い医療効
果が得られるのがＳＧＥセラミックバスです。
「ＳＧＥセラミックサンド（ＳＧＥ鉱石を細か

く加工したもの）」とい
う砂が敷き詰められた
浴槽に入る全身温熱療
法で、滋賀県ではここ

でしか利用することができないそうです。
ちなみに施設名の「バーデ」とはドイツ語
で「入浴する」という意味です。豊かな自
然の中、バスやプールで
リフレッシュしてみては？

（取材・田中）

八幡高校前にある中華料理の「吟
華」は今年3月にオープンしたば
かり。お洒落な洋風の外観がひと
きわ目をひく。明るく広々とした店
内にはジャズが流れ、ゆったりし
た気持ちのいい空間になっている。
オーナーでありシェフの森山さん
はこの道30年。長年の経験をもと
につくられる料理は「やさしい味
の中華」として幅広い年齢層の人
にあうよう工夫されている。
また店内や調理場の清潔さは食品

衛生功労者とし
て知事表彰を受
けたほど。
今回は吟華スペ
シャルメニュー
（1,300円）をい

ただいた。メイン料理は海老のチ
リソース。プリプリした海老の歯
ごたえと、ほどよい辛さの味つけ
が実においしい。
点心には大きな肉まん、揚げ物に
は春巻きと鶏のから揚げが用意さ
れ他にワカメスープ、サラダがつく。
デザートは自家製のマンゴープリン。
品数も多くボリュームたっぷりだ
がサッパリといただける。
またお持ち帰りメニューも豊富で
オードブル（要予約）が人気だそ
うだ。　　　（取材・川上）

運動プール教室の受講料　4,000円
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昭和17年愛知県生まれ。
関西大学経済学部在学中にロータリークラブの留学生と
してジョージア大学に留学。卒業後、㈱ミノルタカメラ
貿易部に勤務。その後、ジョージア大学大学院にてＭ.Ａ.
を取得。名古屋市立大学大学院で学んだ後、フロリダ州
立大学大学院にてＰｈ.Ｄ.を取得。大学院卒業後は、ヒュ
ーストン大学で1年間教育と研究に従事。現在、龍谷大
学経済学部教授。経済学博士（京都大学）。近江八幡市
在住。

高　島 びわこミニトライアスロン  高島

びわ湖三島日帰りツアー

トライアスロン初級者の登竜門として定着しているこ
の大会。県内外150名の選手達に声援を送りませんか？
●スタート地点：高島町 萩の浜
●スタート時間：9:00
●お問合せ：高島町Ｂ＆Ｇ海洋センター/0740-36-1370

7/1
（木）

大　津 びわ湖の午後シリーズ18 工藤重典
フルートが奏でるフランス音楽のエスプリ
平日の午後に、優雅な気分でコンサートを楽しむこと
ができる、とたいへん好評の「びわ湖の午後」シリーズ！
パリを拠点に国際的な活躍を続けるフルート奏者、工
藤重典の、フランス音楽の枠を集めた
コンサートをご堪能ください！
●場所：びわ湖ホール 小ホール
●時間：14：00（開場13：30）
●料金：全席指定 一般3,500円
　　　 青少年（25歳未満）2,500円
　　　　（いずれもドリンク付）
●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

無限の可能性を秘めた籐。伝統あるかご・バッグ・アクセ
サリー等、作品の数々。是非ご覧下さい！
●場所：水口町立碧水ホール
●時間：10：00～16：00
●備考：2時～4時に声楽・コーラス・琴

ピアノ・エレクトーン・ギター
マンドリンの素晴らしいコン
サートもあり

●お問合せ：仲多嘉子/0748-86-2187

オーミグリーンツアー彦　根

びわ湖に浮かぶ琵琶湖八景のひとつ竹生島、見る角度に
よって様々な島影を見せる多景島、琵琶湖最大の島・沖
島を遊覧船で巡るお得な日帰りツアー！（昼食付）
●集合場所：10：00 ＪＲ・近江鉄道彦根駅前バスターミナル
●コース：彦根港10：30発～多景島（散策）～竹生島（船内
　　　　　昼食）～沖島（散策）～彦根港（16:00着）～彦根
　　　　　駅解散（16:20頃）
●料金：1名様5，500円
　　　 遊覧船乗船料、バス代、昼食代[お弁当・お茶付]
　　　　拝観料、旅行傷害保険料、消費税含む
●定員：100名（先着順）※最少催行人員60名
●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）

インド古典音楽の旋律「ラーガ」。心を彩るというサン
スクリット語に由来し情感をあらわします。異郷のノ
スタルジックなシタールの音色をお楽しみ下さい。
演奏：田中峰彦氏(シタール)
●場所：文化産業交流会館
●時間：14：00（開場13：30）●料金：無料（要整理券）
●備考：整理券配布中 ３歳未満入場不可
●お問合せ：文化産業交流会館/0749-52-5111
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