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※豆乳おからパンには、
クロワッサンやデニッシュ等
いろいろ種類があります

（第3種郵便物認可）
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『一流選手を育てるとはどういうことか』
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乳を素材としたパン。この特別な

産物の産地。この「豆乳おからパン」
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パンを開発したのは、丸栄製パン

も湖北産の大豆を 50％使用。新鮮
・・・
な豆乳やおからが手に入るから
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「豆乳おからパン」とは、湯葉の生
・・・
産工程で生まれるおからと濃縮豆

の辻井孝裕さん（29歳）
。
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舗ゆば八」八木幸子社
・・・
長から「おからと濃縮

産地としての強みを生かし、地
元産の野菜やオーガニック（有
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がきっかけ。辻井さんはこれまでに

給食などへの幅広い展開も始めて

࢟ɘɦɎʛɤʛʃȾୈǴȋǗȉǿȗ̎ԭ

もパンの幅広い可能性に目をつ

いる。伊吹町・浅井町では既に学
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け伊吹牛乳の「牛乳パン」
、長浜浪

校給食にとり入れられている。辻

漫ビールの「ビールパン」など様々

井さんの夢は、ライ麦パンや胚芽

発してきた。

に行われる、
彦根市最大の祭りです。
●場所：彦根市●料金：無料
●備考：文化の日
（11月3日）
に、
市内を練り歩く鼓
笛隊、
風俗行列、
大勢の子供たちが奴や武者姿に扮
し、
練り歩く城まつりパレードは、
祭りのメインイ
ベントで絢欄豪華な時代絵巻です。
●お問合せ：
（社）
彦根観光協会/0749‑23‑0001
木之本

（土）

ている４人が、１ヶ月の間にコツコツと作ったものばかり。
中でもトールペイントは滋賀
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で展示されたほど見事。

二胡コンサート
二胡 äå ポップス

10/16（金）・17（土）
唐組第34回公演「眠りオルゴール」

大

津
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ඟӅȈɽʁˁʟɫʽˁʒɯʍʐȉ
ウィーンの森バーデン市立劇場

ームな明るい雰囲気。誰でも

イタリア語・全2幕
解説書・字幕スーパー付
●場所：びわ湖ホール 大ホール
●開演：16:00
（15：15開場）
●料金：S席完売 A席10,000円
B席8,000円 C席6,000円
●お問合せ：しがぎん経済文化センター/077‑526‑0005

気軽に立ち寄れる。毎月季節
に応じた作品が並ぶのも楽し

にも応じてくれる。
「大事にし
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人には作品を買ったり、自分で何かを作るきっかけにな

に出会える。
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長浜市八幡中山町678
TEL:0749‑63‑0111 FAX:0749‑63‑0044

と

せい は
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ైႎǽίȨɦ
1948年滋賀県生まれ。金沢大学教育学部卒業。県立甲
南高校、県立守山高校、県立守山北高校にて33 年間

●電話またはＦＡＸで上記にご注文下さい
●比叡ゆば本舗ゆば八さんからもご注文いただけます

17の日本ユース代表監督に就任し、1994 年第6回U‑16
アジアユース選手権大会優勝。翌年の1995 年には、
第3回U‑17ワールドユース選手権大会の指揮を執る。

ᑐҸțᯆǻǖȚȍȗǿȚ࢟Țʏɑʈʌʛ

2001 年には日本サッカー協会公認S級コーチライセン
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ス取得。現在、びわこ成蹊大学スポーツ大学スポーツ
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学部競技スポーツ学科助教授。
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津

盆栽展

（土） 伝統的な盆栽作品約30席が威風堂々と並びます！
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草

ビーズアクセサリーを作りましょう! （祝）

●場所：草津市立水生植物公園みずの森
●入園料：大人300円 高大学生250円
小中学生150円
●お問合せ：草津市立水生植物公園みずの森
077‑568‑2332

■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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（取材・川上）

所在地●愛知郡湖東町今在家570
OPEN●第1日曜日9：30〜16：00
（雨天も営業）
連絡先●川村さんTEL：0749-45-3800
090-5067-0420
村川さんTEL：090-5667-8410

の高校教諭を務める。その間、1993 年よりU‑15、16、
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「眠りオルゴール」
ご招待券プレゼント！

なネックレスです。
深まる秋の装いをシックに！
●場所：草津市立市民交流プラザ フェリエ5階
●時間：18:00〜21:00(2時間程。
遅れてもOK)
●申込締切：10/4
●参加費：1,800円
（材料費込み）
●お問合せ：濃姫ビーズ 担当/大西/090‑3872‑1232

の場として、手作りが苦手な

アートに挑戦。ふくろうや狸の作品

ᨷࡹ

★お問合せ：栗東芸術文化会館さきら/077‑551‑1455

（木） 天然石とチェコビーズ、パールの色合いが絶妙

じ趣味を持つ人には情報交換

ȾԷȃǻॕȏȋ
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…とは言うものの、
そのオルゴールの蓋を開け
ると、
人を眠らせない。
ついに伝説の紅テントが
さきらシンボル広場に現る！唐十郎の最新作、
西日本単独公演！
●場所：さきら シンボル広場
特設紅テント※雨天決行
●開演：19:00
（18:30開場）
●料金：3,300円
●入場制限：小学生から入場可

（日） ²°°¶ࢳʬ˂ʎɫʵʒႆ²µ°ࢳʡʷʂɱɹʒI

「きっころ」の魅力はアットホ

を作って欲しい」などの注文
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きつりつ

さきらを金属に改造する。
金属は屹立し、
金属は稼動し、
金属は轟音を発する。
丹
野賢一、
2年ぶりの野外公演！個性派が
集まるアートマーケットも開催！
●場所：さきら シンボル広場
●開演：19:30〜
●料金：一般2,000円(当日2,500)
学生・65歳以上1,000円(当日1,500円)
小学生未満無料(保護者同伴要)

銀行湖東支店内のギャラリー
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10/8（金） 栗 東 さきらフェスティバル
9（土） 丹野賢一/NUMBERING MACHINE＋石川雷太
10（日）『026‑METAL』

二胡・ヤンヤン
ピアノ・進藤陽悟/ベース・佐瀬正
●開演：19:00
（18：30開場）
●場所：木之本町スティックホール
●料金：S席1,500円 A席1,000円
(当日は500円増)
●お問合せ：木之本町教育委員会
0749‑82‑2411

パッチワークなどなど。いつもはそれぞれ違う仕事をし
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小江戸彦根の城まつり
なおすけ

ント・ドライフラワー・カントリードール・木工品・粘土・

ᚈȗȖȏȋం௸ᐖȌȏȋǗ̎ԭȚɘɦɎ

າّȧȴȰșᚐɁੵሟɂȦȴɜȞɜ

根

がたくさん並んで、まるで宝箱のよう！作品はトールペイ

Țȍȗᶾʍʛɓแ֖ʏɦɝǷȵǖఋ̹

ʧɽɬʧɽᴥ˽ಂᛏʛʽಊࣻ͢ᇋᴦ

さらに牛乳・

10/2

みると…かわいい作品
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子さん。営業日には川村さんのご主人達がチエーンソー
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年４月にオープンさ

ればうれしい。ぜひ気軽に来て欲しい」と代表の川村高

3 月に独自製法の開発に成功（こ

よいとされる

婦４人が集まり、今
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豊富で、体に

彦

（金） 毎年、井伊直弼の誕生日である10月29日を中心

手作りが大好きな主
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ざい け

在家交差点近くにある。

購入できる日が楽しみだ。

の製法に関しては特許を出願中）
。
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貨のお店。湖東町今

ǹ܉జțǖ̎ԭȗᇥǸᡲӝȃȒǰȋࠊޒ

Ю࢙˥ࠊ ᨷម߀Ꮘ

め食物繊維が

と う ちょう い ま

も一般のお店に並ぶこと。手軽に

に混ぜ合わせること。しかし今年

る大豆の成分は 40％以上。そのた

こ
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（取材・川上）

この「豆乳おからパン」に含まれ

開店される手作り雑
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すす

「豆乳おからパン」の開発で苦労し
・・・
たのは、小麦と生のおからを均一

1 日曜日、月 1 回だけ

に名前を入れたり、
「こんな棚

とうかく

パンと一緒に「豆乳おからパン」

な企業と提携して多くのパンを開

̾toᩖiն4ᴞ

「きっころ」は毎月第

ほうふく

ろまん

3

2004年（平成16年）9月30日（木曜日）
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み。また「ウェルカムボード」

ぎょうそう

挑戦中。また、介護施設や学校

と持ちかけられたこと

新
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豆乳ひじきブレッド
390円

卵は不使用。大豆本来の甘みがパ

日
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蒲生郡竜王町
希望が丘文化公園
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豆乳おから食パン
（レーズン）
１ローフ
（約1.5斤）
360円
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毎

（第3種郵便物認可）
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聞

【スポーツのお話】その①

長浜市

ポコアポコ（丸栄製パン株式会社）

新

湖東町

豆乳おからパン

湖国ごちそう紀行

日

トールペイント・カントリードールがいっぱい
宝石箱みたいな手作りのお店

2

307
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県立自然公園内にある希望が丘文化公園は、JR 野洲駅からバスで約10 分。東に鏡山 (384m)
み かみやま

のぞ

やなむねがわ

西に三上山 (432m) を臨み、その間には家棟川の源流が流れる。この公園のテーマは「自然」
。
芝生や樹木の管理が行き届き、特に一面に広がる芝生広場は見事。これからは木々が一段と美
しくなる季節。イベントなども予定されているので、ぜひ家族連れででかけてみてはいかが？
ȝץնȮ¯ఖȟ˲୫ԇуٛᴷ°··µ¸¶²±±±
ᣋʛʘʳʨќᅊɂȦȴɜȞɜ çáéäï®êð¯°²¶·

（撮影・鋒山）

