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【スポーツのお話】その⑤

甲賀市信楽町/「遊ランド信楽」
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たまには電車でＧＯ！
の〜んびり信楽で遊ぶ！
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日本六古窯の一つであり、たぬきの置
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広い畑を歩き回って一株ずつ手で虫を
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まず信楽までやってきたら、駅

作られるようにな

取り除くといった、気の遠くなるよう
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で乗車証明書をもらおう。駅を

ったのは、今から

な作業を繰り返す。
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中心に点在する陶器のお店で

10 年余り前。高月

キムチ作り体験で
究極の味を伝授
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これを見せるとお買い物が10％
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あめのもり

高月ルナハウスでは、キム

Ȗ

名人に秘伝のタレの作り方

始められた。商品名は「高月くんのキ

を教えてもらい、白菜を漬

ムチ」
。浅漬けではなく発酵させた本
ぎょうしゅく

け込んで持ち帰ることがで

格キムチで、多くの材料を凝縮させた

講師の山岡さん

チ作りの体験教室を開催。
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とができる。椎茸は、山の水をひい
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てきて完全無農薬で栽培されたもの。
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なりそう。

白菜が美味しくなるこれ
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ふだん口にするキムチとは一味もふ

からの季節、ぜひ自分で
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1948 年滋賀県生まれ。金沢大学教育学部卒業。県

ȖǷȏȋǗࣼǻȖȏȒǹȋέȾᙐբȁȇȷ

キムチは「カプサイシン（唐辛子に含

家庭の味を元に、日本人の口に合うよ

まれる辛み成分の一種）
」を多く含み、

う研究が重ねられた。またキムチの味

新陳代謝を活発にする働きがある。乳

を左右する大切な要素が野菜。ルナハ

酸菌ミネラルが豊富で健康にも良い。

ウスでは、高月町の有機栽培グループ

是非お試しあれ！

が作る新鮮で安心な白菜を使用。生産
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今回のメニューは、この期間だけのも
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また信楽高原鐵道では11月15日から「干
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津

（火）

津

ステンドグラス教室の生徒たちが作っ
た作品を展示。
フロアースタンド・ハウ
スランプ・ミニランプ・パネル・小物など
展示。
杉浦照子先生の作品も展示します。
●場所：県立近代美術館●時間：9：30〜17：00●料金：無料
●お問合せ：工房グラスヴァーレ/077‑563‑8425
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近江八幡 ໗៹ᅇୈ ᔯఌȗȤɃȽࠕ
ʾɳ˂ʴʄ࣮ኳȻᔯఌɁᓹ 想い出の幼稚舎に園児とともに

（金）

歴史的空間と交歓する草月いけばなの創造力を感じとっ
ていただければ幸いです。
●場所：ハイド記念館
（近江兄弟社学園内）
●時間：10：00〜16：30
（14日は16：00まで）
●料金：無料
●お問合せ：白石湍雪/090‑2350‑9701
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※安楽真理子が首の故障のため、
ハープ奏者を吉野直子に変更させて頂きます

●場所：びわ湖ホール 大ホール●開演：14：00
（開場13：15）
●料金：S席5,000円 A席4,000円 B席3,000円
18歳以下1,000円引き
●お問合せ：エラート音楽事務所/075‑751‑0617

チケット
プレゼント
→´面目

çáéäï®êð¯°°¸¸

にし ごり さとし

近江八幡

ᛴу ᪖ȕȞɝȻșȷɢࠕ

11/16（火） 守 山 ۈथ႕ˁη႕ᴮஓͶ᮷ଡ଼
12/ 7（火） 墨一色で自在に表現する水墨画に色彩を加えた墨彩画。
21（火） 基本を学べば貴方も四季折々の草木・草花等を描けます。

やわらかな光は心まで優しく照らし温もりを与えてくれ
ます。
自分だけのあかりを見つけに来ませんか？
●場所：tea space 茶楽
●時間：11：00〜18：00●料金：無料
●お問合せ：tea space 茶楽/0748‑32‑8885

支きっぷ」を発売。今回発売されるのは、来年の干支
ȢɢȪȢɂȦȴɜȞɜ çáéäï®êð¯°°°·

である酉をデザインした陶器の切符。使
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■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

●場所：翠玲書道研究会守山駅前教室
守山市梅田町1‑7
（守山駅西口北側）
●時間：10：00〜12：00●料金：1,000円
（手本色紙代等含む）
●お問合せ・お申込：久田萠玉/077‑583‑7582
/090‑3943‑1811

用したあとは持ち帰ることができ

45

長浜市
黒壁スクエア

写真左に見えている建物は、黒壁スクエアの中心となる黒壁ガラス館。
「黒壁」の
名は、黒漆喰の建物である第百三十国立銀行長浜支店が黒壁銀行と呼ばれていた

ɷʭʽʤ˂ʽɂ
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ひきやま

ャラリー、レストランがあり、観光客でにぎわう。
ᣋʛʘʳʨќᅊɂȦȴɜȞɜ çáéäï®êð¯°²¹²

お弁当を持ってお出かけ。
つくるのはどれ？つくって欲しいのはどれ？

った信楽へはぜひ電車でどうぞ！

ことによる。写真中央は長浜大手門通り。この通りを進むと、Ｂ
ＩＷＡＫＯ長浜オル
ゴール堂や長浜曳山博物館などがある。黒壁スクエアには他にも約 30 のお店やギ

±°ఌ²¹ஓး٣

るので毎年大人気だ。紅葉の始ま

（撮影・北中）

（取材・佐藤）

遊ランド信楽
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★
「松茸＆近江牛スキヤキ」
2時間限定食べ放題
（1人6,000円）
※予約は前日までに
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★
「椎茸バーベキュー」
椎茸+和牛
（1人2,650円）
椎茸+地鶏
（1人2,100円）
※予約は一週間前までに

ᝣᐐʡʶʆʽʒ→ᴱᬂᄻ
「松茸＆
近江牛スキヤキ」 干支切符
ペアご招待券
ዎԭ

Ǯ

※応募はルナハウスに商品を取りに行っていただける方限定です！
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■価格は税込みです
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スも好評（要予約）
。
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近江牛スキヤキ」コー

のなので、ぜひ出かけてみてはいかが。
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また、料理店「魚松」での「松茸＆

強化常任委員。びわこ成蹊スポーツ大学助教授。

くろしっくい

駅
高月
ᯆ௸˥

Ӵ᪄

伊香郡高月町渡岸寺125
TEL・FAX:0749‑85‑3455
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365

プラスすれば椎茸狩りも体験できる。

ッカー協会副会長・技術委員長、滋賀県体育協会
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（日）
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岡本崇広
（もと青年海外協力隊員）
のパラグアイ報告会！
パラグアイの人が愛飲するテレレの試飲あり。
●場所：草津市立町づくりセンター 202会議室
●時間：14：00〜16：00●料金：200円
（お茶代・資料代）
●定員：40名
●お問合せ・お申込：オリーブ 恩地美和/077‑565‑9215

わらくてとてもジューシー！800円

会公認S級コーチライセンス取得。現在、滋賀県サ

南

（日）

の上で焼く。炭火で焼いた椎茸はや

ス代表監督としても活躍。2001年に日本サッカー協

※お電話ください※食事なしコースもあり
（1,500円/人）

菜を作るため

11/7

Ȼɝ

●料金：2,000円/人
（食事付）
●人数：10名以上のグループから最大40名まで
●申込：利用日の1ヶ月前から10日前まで受付

やわらかい白

ఋȚၾܐɘɦɎʛȚᩜǰȾᛶȒȄȋȚ

を務める。また、1993年からU‑15・16・17日本ユー

甲

●場所：忍の里プララ●時間：10：00〜14：00●締切：11月4日
（木）
●料金：甲南町国際交流協会会員500円 非会員800円
●備考：甲南町以外のかたも参加可。
料理だけでなく
ワインやイタリアの都市、
食材も紹介。
●お問合せ・お申込：甲南町国際交流協会 阿部/0748‑86‑7834

それをテーブルに埋め込まれた火鉢

ܧᄉۨ˹ᴞ

（取材・川上）
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者は、甘くて

ȗțȪȌȪȌனᩂǸǷǷȶȉǲȌǗȪȋ

立甲南・守山・守山北各高校にて 33 年間高校教諭

۾แࢍˢࠞ³±´¶ǽ°··µ´¸³¸µ²
本格派のカレーがたっぷり。サクサクコーンフレークの食
感が楽しい。辛すぎず子どもにも人気。±²¶я

（土） おかあさん'マンマ'のイタリア家庭料理にチャレンジ!!

おすすめ（要予約）
。駅の近くにある「谷井椎茸園」で、

汁、椎茸ご飯、フルーツを味わうこ

お腹も満たされ、大満足。
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て適度な辛さが広がり、やみつきに
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るなら「椎茸バーベキュー」が
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の昼食が付いているので
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ＯＦＦになる。またお食事をす
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味を感じるようなまろやかさ。続い

のタレ。キムチの本場、韓国で学んだ

するとお得なことがいっぱいだ。

ʛɧᇨޅǸ˜ႈະȗȃȒǰȷǿȔȾᜟ

きる。さらにキムチ料理

漬けてみてはいかが？

いる。期間中、信楽高原鐵道を利用

採れたての椎茸や地鶏、地野菜、豚

深みのある味。口に入れると一瞬甘

た味もちがう。おいしさの秘密は秘伝

ȹȷ

ȧȕ

ほ うしゅう

芳州にちなんで、特産品として研究が

というキャンペーンが実施されて

ᶾ᷆
ᔛอ፣

៝ၲࡦ

ȧ̙ጙˁȝץնȮɂ

ڨ

αഒᜊбʟɳ˂ʳʪ

（信楽高原鐵道）
TEL：0748‑82‑4366
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ȢɢȪȢɂȦȴɜȞɜ
çáéäï®êð¯°²¹³
Ǯ

時代に朝鮮通信使として活躍した雨森

所長の小寺正雄さん

町生まれで、江戸

тஓࢍࢍ፲႔¹³° ᛴՓтஓࢍࣆюǽ°·´¸²°²±·°
・フォカッチャ生地の上には色んな具
がどっさり、ボリューム満点です。²µ°я
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高月町でキムチが

णಏࢍஓ۳±¸¶°´²ǽ°·´¹²µ±µµ¶
長いソーセージの周りにサク
サクのパイ。塩のきいたパリ
パリのソーセージがとっても
ʟɳɵʍʋʭ ʞʍʎɬ
ᴥʤʛʷʕᴦ
おいしい！ ±µ·я
ʬʽʉʦ˂ ᛴՓтஓࢍࣆ

ÎÏ ᴫ
±

əș

物で有名な信楽で、
「遊ランド信楽」

ȹ Ȓǰ

ʂʭ˂ʨʽʇ˂ʅ˂ʂʛɮ
ȕɦˁȼȘ

やわらかめのベーグルはひまわ
りの種がアクセント。甘めのロ
ーストチキンと野菜がたっぷり。
マスタードがきいて、こ
のお値段でこのおいし
さはお得！±°µя
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多くの人の手と時間をかけ
丁寧につくられた
「高月くんのキムチ」
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2004年（平成16年）11月4日（木曜日）
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本格派キムチ

湖国ごちそう紀行

毎

（第3種郵便物認可）

（第3種郵便物認可）

Ǯ

2

ƆΙಐɂሎᣅɒȺȬ

ȷȢɞϫɁوኌ
今回のアンケートはお弁当を「つくる
のはどれ？」と「つくって欲しいのは
どれ？」の 2 種類。作る側と食べる側
の微妙な気持ちのズレ（？）が見られ
てなかなか興味深い結果。作る側でダ
ントツの人気がおにぎり。約 6 割の人
が選んだ。手間がかからず冷めてもお
いしいところが支持されたようだ。
一方の「つくって欲しい」の回答では、
結果にばらつきが見られた。いずれに
しても秋は県内各地でイベントがいっ
ぱい。Ｏｈ！Ｍｅを片手に、お弁当を持
って、さぁ、お出かけ♪お出かけ♪
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