
毎日新聞のご購読お申し込みは

【Oh!Me】

無料登録無料登録わが家のペット自慢

（第3種郵便物認可） 毎　日　新　聞 2004年（平成16年）7月1日（木曜日） 3

大津市浜大津・大津港29
江戸時代に東海道の宿場町、湖上水運の集積地として人や物資が溢れ、賑わった大津。
明治に入り日本で初めての湖上汽船「一番丸」が就航すると、その後は観光地として
発展。現在大津港からは、南湖を周遊する「ミシガン」と近江舞子を往復する「ビア
ンカ」などが運航されており、ゆったりと湖上観光が楽しめる。また大津港周辺では
毎年8月8日にびわ湖大花火大会が開催され、約10,000発の花火が打上げられる。　

八日市

-八日市養護学校高等部 組クラス展-
●場所：八日市市立図書館ギャラリー
●時間：10：00～18：00
●料金：無料●休館日：月・火曜日
●お問合せ：八日市市立図書館/0748-24-1515

7/11
（日）

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

矢橋帰帆島への橋を渡ってすぐの

科学館は、下水道・水環境につい

て考え、学習できる、雨の日でも

楽しめる入館無料の施設。写真は

エントランスホールにある噴水「花

の塔」。最初は小さな噴水が、だ

んだん大きくなっていく…。間近

でみるとかなりの迫力！

県立水環境科学館

（撮影・鋒山）

（撮影・北中）

草津市
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ランチタイムランチタイム
ガイド

見て食べて楽しむ見て食べて楽しむ
爽やかな夏の味わい爽やかな夏の味わい
見て食べて楽しむ
爽やかな夏の味わい

しゅう げ つ

●彦根市竹ヶ鼻町43-1 ビバシティ彦根●TEL：0749-27-6226
●定休日：無し●営業時間：昼 AM11:00～PM3：00
　　　　　　　　　　　　　 夜 PM4:30～PM10:00（LO=9：30） 
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  【全10回シリーズ】その⑨

おかち　  かつじ

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。

カーティン大学（オーストラリア）
にて会議

市民ギャラリー
バンガロー村

森遊館

こんぜの里

食堂
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〒520-3003 栗東市荒張1-11　TEL：077-558-3858
開館時間●9:00～17:00（土・日・祝日は18：00まで） 入館料●無料
レストラン●10:00～16:00 休館日●年末年始のみ（12月28日～1月3日）
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(オス 生後2ヶ月)ミニうさぎ

公開中

7/19
（月）

受付中

7/7 
（水）

草　津 みずかんフェスタ
Ｍｒ.ウォーターと一緒に浄化センターを見学出来るよ！
他にプランクトン観察、ペットボトルロケット飛ばし等
楽しいイベントがあるよ！
●場所：県立水環境科学館●時間：9：00～16：30●料金：無料
●お問合せ：県立水環境科学館/ 077-567-2488

愛　東 「あなたの願いかなえます」
応募用紙にあなたの「願い事」を書いて、応募箱（田園ホ
ール内に設置）に投函しよう！全ての応募の中から1つ
の願いをマーガレットステーションが叶えます！また、
応募された皆様の中から抽選で10名様に のジェ
ラート（シングルサイズペア）券もプレゼント!!
●場所：あいとうマーガレットステーション
●時間：9:30～19:00●休館日：毎週火曜日
●お問合せ：あいとうマーガレットステーション/0749-46-1110

安　土 タイムスリップコンサートシリーズ
信長、夢と舞う…

能楽は、劇と呼べる最古のもの。日本のオペラと称され、
世界的にも注目される能の幻想的な世界から、今回は「囃
子」に焦点を当てます。信長公の心を動かした音楽の世
界。解説も楽しい、安土ならではの企画にご期待下さい！
●場所：文芸セミナリヨ●時間：18：30（開場18：00）
●料金：一般3,000円 学生2,000円 ペア5,000円
●お問合せ：文芸セミナリヨ/0748-46-6507

7/10 
（土）

守　山

三舩優子・川田知子

シュトラウス 世作曲　全 幕《日本語上演》

注目の2人の女神が贈るおしゃべりと演奏の楽しいひ
ととき。ヴァイオリンとピアノの醍醐味をあじわって
いただけるプログラムを用意しました。
●場所：守山市民ホール 小ホール●時間：18：00（開場17：30）
●料金：全席自由 前売2,500円 当日3,000円
●備考：6歳未満のお子様ご入場不可
　　　 前売にて完売の場合、当日券の発売はなし
●お問合せ：守山市民ホール/077-583-2532

7/10 
（土）

7/11 
（日）

水　口 爆笑ライヴ 水口文芸
出演：マギー審司・チュートリアル・だいたいひかる
●場所：県立水口文化芸術会館
●時間：15：00（開場14：30）・18：30（開場18：00）
●料金：全席指定 一般：2,000円 高校生以下1,500 
●お問合せ：県立水口文化芸術会館/0748-62-2626

7/17 
（土）

大　津 びわ湖の夏・オペラ ビエンナーレ

びわ湖ホール制作のオペラ新シリーズ「びわ湖の夏・オ
ペラ・ビエンナーレ」の第1回目です。たくましく生きる
ジプシーたちのドラマをワルツ王ならではの美しい旋
律で奏でます。どうぞご期待ください。
●場所：びわ湖ホール 大ホール●時間：14:00（開場13：15）
●料金：全席指定 S席7,000円 A席5,000円 B席3,000円
　　　 ※B席に限り青少年（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

7/24（土）
25（日）

草　津 スイレン展

う み ぶ え

割烹「秀月」はビバシティ彦根１
階にある日本料理店。大阪・堺市
に本店を持ち、その贅を尽くした
会席料理には定評がある。会席料
理というと敷居が高く感じられが
ちだが、ランチメニューは1,000
円からとお手頃なのが魅力。
今回は季節感あふれる桶御膳（1,300
円）をいただいた。新鮮なお刺身、
彩り豊かな焚き合わせ、衣にアー
モンドを混ぜるなど趣向を凝らし
た天ぷら、焼魚、玉子豆腐、ちら
し寿司、お吸い物、そして食後に
は爽やかなレモンゼリーと、多彩
な内容となっている。

素材を生かした上品な味付けが実
においしく、また料理が木桶によ
く映えて目でも楽しめる贅沢な御
膳だ。
オーナーの森さんは「どんなお客
様にも満足してもらえることがな
により」と言う。新鮮な質の良い
素材を用い、お客様の声を聞きな
がら料理を考えるそうだ。店内の
演出から調度品一つ一つにまで心
配りが感じられ、週に何度も来る
お客様がいることもうなづける。
奥には座敷もあり、50名ぐらいま
での宴会も可能。夜は予算に合わ
せた会席料理が楽しめる。

（取材・川上）

県立文化産業交流館（米原）
ルッチプラザ（山東）

藤居本家（愛知川）

あふ にぎ

日本最大級のスイレンコレクションを誇る。期間中、
100種を超えるスイレンが開花期を迎えるため、池
や温室など、園内のいたる所で色とりどりのスイ
レンを観賞できる。午前中の観賞がおすすめ！
●場所：草津市立水生植物公園みずの森
●入園時間：9：00～16：30（7/11～ 7：00より開園）
●料金：大人300円 高大生250円 小中生150円
●お問合せ：草津市立水生植物公園みずの森/077-568-2332
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紀伊国屋書店 大津店調べ

幸福の法―人間を幸福にする四つの原理
大川隆法 幸福の科学出版 ¥1,890

※上記は税込価格

-矢口真里写真集
橋本雅司 ワニブックス ¥2,625

7/1
（木）

Spider-Man and all related cheracters: C 2004Marvel Characters,Inc.
Spider-Man 2,the movie: C 2004Columbia Pictures Industries,Inc.
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1960年半ばに私が交換留学生とし
てアメリカに渡った時は1ドル手
に入れるのに360円必要だった。
しかし、今は110円程度で済み、随
分海外に行きやすくなった。
こうした環境が追い風となり、世
をあげて「国際化」が叫ばれ、老
若男女が、我も我もと外国へ出か
けていく。
確かに外国へ行って、日本と違っ
た経験をし、国際理解を深めるこ
とは有意義なことに違いない。
しかし、パリやロンドン、そしてニ
ューヨークの街角にたたずみ、「こ
れで国際化の波に乗った」と思う
ことは、果たしていかがなものか。
何度外国へ行ったとしても、定め
られた観光ルートを見て回るだけ
で、その国の文化や伝統に触れよ
うとしなければ、国際化は程遠い。
国際化は「物見遊山」だけではな
く「積極的に外国理解に努める姿
勢」がベースになければならない。
一時期、「ボーダレス」（国境無し）
という言葉が流行し、「友達の友達
はみな友達…」という感覚で、サ
ンダル履き気分で外国に出かける
若者が多かった。しかし、それが
間違いであることは中東や北朝鮮
の例を出すまでもない。
国境が有る無しの問題よりも、相
手をどう理解していくかが重要な
のだ。

外国へ出かけなくとも外国の人々
と交わり、書物などを通じて外国
の文化、言葉、宗教、習慣などに
理解を示していこうとする人が、真
の国際人だと言える。
「君も、僕も、皆同じ」と安易に短
絡的に考えることはむしろ危険で
互いの違いを認め合い、それを尊
重し合い、その上で共通点を認め
合っていく姿勢がなければならない。
日本は今や、外国から来た人がお
隣に住む時代を迎え、この人たち
に対して深い理解を示しながら生
きていくことが求められている。
建国以来、単一民族をイメージして
発展して来た日本であるが、今や
好むと好まざるにかかわらず、外
国との「共生」なくしては成り立
たない時代である。
少子化問題も、年金問題も、国際
化、グローバル化の中で解決して
いく発想の転換が必要であろう。

書と詩と絵の世界

大　津

湖笛の会 第 回定期演奏会
第1部：クラシック名曲選、第2部：～旅人が語る～日本
民謡の旅（早川正昭・編曲/中山登志子・台本）。フルート
ソロ・岩花秀文/ナレーション・村上かず(関西芸術座)
●場所：大津市民会館大ホール
●時間：14:00（開場13：30）
●料金：前売2,500円
　　　 当日2,800円
●お問合せ：湖笛の会事務局/0748-74-0406

7/4
（日）

フルートオーケストラ

守　山

夏シーズンを迎え、水生植物・湿生植物などのにぎわい
を通して、水環境に目を向けてみませんか？
●場所：みさき自然公園の水辺●時間：9：30～11：30
●料金：無料●対象：小学生から大人まで
●定員：20人●備考：事前申込必要
●お問合せ：みさき自然公園パークセンター/077-585-4280

7/4
（日）

水中・水辺の植物観察会

韓流スタ－の時代 冬のソナタ ペ・ヨンジュン チェ・ジウ１
HOT CHILI PAPER PLUS エイチ・シ－・ピ－ ¥1,000

ジプシー男爵
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