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写真集
「花を育て 花を撮る」
より転載
写真・文 / 田中千凱
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八日市市
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「万葉の郷ぬかづか」は万葉歌で有名な八日市市糠塚町・

いている。開店以来 2 年間変わら

ストロノーム。住宅街の中でおし

ない人気メニューだ。すべてのセ

ゃれな南欧風の建物が目をひく。

ットには、好きなだけ食べられる

万葉の郷ぬかづか

大津市一里山にあるレストラン・ガ
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建物の手前にあるのは、天然酵母

焼きたてパン・サラダ・ドリンク・

が自慢のベーカリー。パンのいい

スープバーがつく。種類が豊富で

香りが出迎えてくれる。レストラ

大満足。もちろんパンは隣接する

ンはその奥。明るい光が差し込む

ベーカリーのもの。300 円プラス

気持ちのいい空間だ。

するとデザートがつく。

今回はお昼のセット、ワタリガニ

ワンちゃん同伴の方は 4 席あるテ

のリングィーネトマトソース（1,680

ラス席へどうぞ。

円）をいただいた。ワタリガニを

おみやげにパン

丸ごと 1 匹使った特製トマトソー

を買ったり、敷

スが、楕円形のパスタ（リングィ

地内のパティス

ーネ）にからんで何ともいえない
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された。直売所の近くの田んぼでは、合鴨を放すなどし
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産するだけでなく、加工・販売までを行うという、一
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歩進んだ集落営農に取り組んでいる。

高齢で、85 歳でも現役で
イキイキと仕事をする姿
が見られる。
農業に生きがいと誇りを
持った元気な人たちが作

さいき
整形外科

ɶʃʒʷʘ˂ʪ

からはし

せきしょう

ƆʳʽʋʉɮʪɁɒ

太郎坊山

至安土

交通・軍事の要所であったこの橋は、
「唐橋を制するものは天下を制する」と言われ

421

か
ぎ

ぼ

し

おもかげ

至近江八幡

鉄道
近江

クリート製になったが、旧橋の擬宝珠をつけるなど、昔の面影をしのばせている。
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い米パン、ぜひ、お試し

至八日市市街

田の夕照」として親しまれてきた。古くは日本書紀にも登場するほど歴史ある橋だ。
何度も戦乱の舞台となった。現在の橋は昭和 54 年に架け替えられたもの。鉄筋コン
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防災の日・地震災害写真展

（金）

防災の日に関連し、
阪神・淡路大震災の被災状況ならびに
最近の世界の地震災害のパネル展示。
ビデオ放映：平成5年
自然災害の記録。
●場所：水のめぐみ館 アクア琵琶
●時間：9：00〜17：00●料金：無料
●お問合せ：水のめぐみ館 アクア琵琶/077‑546‑7348

八日市

浜

チェンソーアート展

彦 根 「みんないいこだよ。
」ファミリーシアター
しまじろう うみの だいぼうけん
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近江八幡

（土）

●時間：9：00〜17：00
（最終日は15：30まで）
●料金：無料
●お問合せ：八日市文化芸術会館/0748‑23‑6862

長

賀

●場所：ひこね市文化プラザ グランドホール
●時間：＜1回目＞13：30
（開場13：00）
＜2回目＞16：30
（開場16：00）
●料金：全席指定 1,300円
●お問合せ：ひこね市文化プラザチケットセンター
0749‑27‑5200

第²µ回表現²°°´展

関西フィルハーモニー管弦楽団
リラックスコンサート ÉÎ長浜

9/11（土）
12（日）

きっと、
何かに片思いをして、
追いかけている。
片思いはい
つも切なくて幸福だ。
突然、
目の前に現れた岐路。
どちらかの道にその影はいるのだ。
さあ、
勇気
をもって選べばいい。
●場所：栗東芸術文化会館さきら 小ホール
●時間：＜1回目＞15：30
（開場15：00）
＜2回目＞19：00
（開場18：30）
●料金：前売800円 当日1,000円
●備考：未就学児のご入場不可
●お問合せ：制作・友塚/090‑2061‑9517

Åìåãôòéã Ôáéóèïçïôï Âáîä

Ë¦Í ミニコンサート
エレクトリック大正箏バンド！秋の八幡堀で新しい大
正箏の世界にふれてみて下さい。
●場所：かわらミュージアム
●時間：＜1回目＞11：00
＜2回目＞14：00
●料金：無料
●お問合せ：畑中/090‑1719‑4739
大

津

Ç®ɶ˂ʁʯɮʽȈʧ˂ɸ˂ᴣʣʃȉ
（原語上演・字幕付）

総勢150名の迫力と感動！ミュージカルもオペラも超えた
究極のエンターテインメント公演来日決定！
芸術監督／指揮：ウィリアム・バークハイマー
指揮：リチャード・コルドヴァ
管弦楽：ニューヨーク・ハーレムシアター・オーケストラ
●場所：びわ湖ホール 大ホール
●時間：14:00
（開場13：15）
●料金：S席18,000円 A席15,000円 B席13,000円
●備考：全席指定 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
■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

（撮影・左近）
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そしてもっちりとおいし
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あれ。

（取材・川上）

太郎坊宮前駅
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津

多

多賀町の高取チェンソーClubのメンバーが丹精こめて製
作した作品が勢ぞろい。
フクロウの表情やコイのウロコま
で見事に表現されています。
●場所：あけぼのパーク多賀内 多賀の自然と文化の館
●時間：9：30〜17:00
●料金：無料
（多賀の自然と文化の館）
●お問合せ：多賀町立博物館
0749‑48‑2077

る安心・新鮮・格安の野菜。

大津市
瀬田の唐橋

瀬田川は琵琶湖から流れ出る唯一の川。この川に架かる唐橋は近江八景の一つ「瀬

（祝）

9/4 栗 東 இîåô®öïì®¹ éäïìéäìå
（土） 滋賀県を拠点に活動する劇団「旅net.」の新作！あなたは

直売所では生産者の多くが
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販売。ここでは農産物を生
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瀬田東
小学校

大

●場所：長浜市民会館●時間：17：00
（開場16：30）
●料金：一般3,000円 18才以下2,000円
●お問合せ：長浜市民会館/ 0749‑62‑3095

集落の女性スタッフが加工・

山ノ神池

ʡʶʆʽʒ
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て、無農薬無化学肥料栽培

平成 16 年 3 月 1 日写真集「花を育て 花を撮る」を出版。

→
草津

視覚に障害のある子どものお母さんの発案からできた
「さわ
る絵本」
！ひとつひとつ丁寧に作られた絵本を実際に触って
みませんか？
●場所：湖東町立図書館 展示ホール・開架室
●時間：10：00〜18：00
（木曜のみ20：00まで）
●料金：無料●休館日：月・火曜日
●お問合せ：湖東町立図書館/0749‑45‑2300

（金） ●場所：八日市文化芸術会館

定する「環境にやさしい農業」実践者のこと）に認定

市辺駅
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だわり米」を始め、減農薬の野菜づくり

て作られた安心な農作物を

ヒカリヤ

ƆΙಐɂሎᣅɒȺȬ

運営するのは地元の生産組合。
「環境こ

部長、同副院長。平成 6 年、同院長。平 12 年 4 月より現職 岐阜中央病院 院長。

ɶʃʒʷʘ˂ʪ
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買いに来る人も多い。

岐阜大学医学部）
卒。
昭 42 年、岐阜大学医学部講師。昭 49 年、岐阜市民病院・外科

津
←大

●大津市一里山3丁目14‑6●TEL：077‑548‑3851
●営業時間：モーニング10:00〜11：00
ランチ11：00〜LO14:30 ディナー17：30〜LO21:30
●定休日：月曜
（月曜が祝日の場合火曜）
●駐車場：有り・25台

（水）

ႎ˹ǽԛ҆Ȩɦǽǽ昭和 9 年生まれ。昭 34 年、岐阜県立医科大学（現・

（取材・鋒山）

ほどよく効
南欧料理と焼きたてのパン
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た食感が人気。地元はもちろん県外から

秋の野に 咲きたる花を および折り
かき数ふれば なゝくさの花
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込み、タカノ
ツメのピリッ

く製粉して作ったパンで、もっちりとし

を行っている。またこうし

り、いろいろ楽しめるお店。

たっぷり溶け

い米パンが評判。特殊な技術で米を細か
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ぬかづか

八日市市糠塚町1253
TEL：0748‑23‑6898 FAX：0748‑23‑6928
営業日・時間●10：00〜17：00
定休日●月・火・金曜日
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などが販売されている。また、めずらし
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湖 東 バリアフリー絵本展
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「さわってみよう！布の絵本・点訳絵本」 （日）

の牛乳を使ったソフトクリーム、米せんべい、洋菓子

に取り組み近畿では初めてエコファーマー（知事が認

ぜい たく

贅沢な味。ソ

船岡山のふもとにある。新鮮な朝採り野菜や、地元産
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