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我が家感覚でくつろげる
ユニークなお店

『一流選手を育てるとはどういうことか』
より転載

家庭で育まれる感性

野洲市西河原にあるカフェレスト

さを実感できる。贅沢なほどたっ

ティーシーカフェ
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伝子組みかえでないトウ

レと、地元産の野菜や豆腐
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モロコシを使用している。

などがたっぷり。刺身やた
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たき、から揚げなどの一品料理も

も鍋倶楽部」
。近江しゃも

水口のまちづくりボラン

オススメ。寒い季節、しゃも鍋は

はん

ティアグループである ｢飯

をおいしくいただけると評

道山を考える会｣。メン
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県の特産品として平成5年
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に県畜産技術振興センターで交配に

しゃもがとても美味しかったことか
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よって生まれた。臭みがなく歯ごた

ら、水口の名物にしようと9年前に

えが良いと評判で、大阪や東京まで

作られた。おいしいものを安くそ

出荷されている。仕入先である「シ

して気楽に味わって

ガチキンファーム」では、160日間

もらえるようにとサ
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のＴ.Ｃ.はTimeless Comfort (時間

ープ、パン、ドリンクがつく。
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を感じさせない、居心地のよいの意)

ランチメニューは他にもグリル料
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の略。ランチタイムは女性客を中

理（1,200 円）
、煮込み料理（1,500

心ににぎわう。

円）
、ステーキランチ（2,000円）

今日はパスタランチセット
（800円〜）
の中から、
「エビ・パーナ貝・ベビ

ービスは配膳と片付
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由に動けるよう

けのみ。ドリンクは
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にする方法）で

持ち込み自由。まるで我が家にい

があり、いずれもお
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飼育。エサには

る感覚。しゃもすきやき風鍋には5

得なセットだ。

ǷȻǰǰǡȔᜄȏȋȉǲȌǗधȗȉȚ᜴Ⱦ

Ƕ Ȕ ȋ ǽ jȞ ȹ ȋ Ȍ

Ȣ

ైႎǽίȨɦ

食べることを楽しん
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ス代表監督としても活躍。2001年に日本サッカー協

ろやかな味。生のトマトのおいし

でいただきたい」とオーナー。ゆ
ったりとくつろぐなら午後1時以
降の来店がオススメ。
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を務める。また、1993年からU‑15・16・17日本ユー

ッカー協会副会長・技術委員長、滋賀県体育協会
強化常任委員。びわこ成蹊スポーツ大学助教授。

（取材・川上）
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甲賀市水口町三大寺250‑1 TEL：0748‑63‑7739
営業時間●12：00〜23：00 定休日●年中無休
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木の実の歯ごたえとモチモチした食感
がおいしいパン。ほのかに焼酎の香り
がするイチジクがアクセント。
µµ°я

鮮やかな緑のよもぎパンと、たっ
ぷりのさつまいもの相性が抜群！
ゴマの風味がきいておいしい。
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八日市市
太郎坊宮
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バニラビーンズがたっぷり。お口の中
に甘い香りが広がる。いつものメロン
パンとはちょっとちがうおいしさ！
±°µя

ʃɮ˂ʒʧʐʒ
ʛʽࡾˁʬɺʬɺ
さくさくのデニッシュ生地の上にな
めらかなスイートポテトクリームが
たっぷり。黒ゴマがアクセント！
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市制50周年記念

ᵋᵅᵈʃʧ˂ʎʛ˂ɹᵻజర֪ձɁɿʍɵ˂ʛ˂ɹᵻ
元サッカー日本代表の木村和司さんのワンポイントレッ
スン、
トークショーなど、
サッカーの楽しさを体験！
①サッカーワンポイントレッスン 10:20 〜 11:50
②シュート de ビンゴ 12:00 〜 12:50
※参加自由
（当日受付、
先着 50 組 100 人）
③フットサル大会 13:00 〜 15:00
④木村和司ミニトークショー、
お楽しみ抽選会
15:00 〜 15:45 ※観覧、
参加自由
※①と③の参加者は事前に決まっていますが、
観覧は自由
●場所：草津中学校グラウンド●時間：10：00〜15：45
会場や内容を変更する場合あり
●料金：無料●備考：雨天の場合、
●お問合せ：草津市役所
「NHKスポーツパーク」
/077‑561‑2338

ǴΙಐɂሎᣅȺȬǴ

さんしゅうでん

も安心。写真は本殿からの風景。天候に恵まれ遠く鈴鹿山脈まで見渡せることが
できる。
（撮影・佐藤）
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口

県内に多数残る山城と山城をのろしでつなぎ、
琵琶湖を一
周する
「のろし駅伝」
。
秋空にもくもくと上がるのろしに
往時の通信手段を検証してみませんか？
●場所：県下一円の城跡●時間：10：00〜12：00
●お問合せ：近江中世城跡保存団体連絡会
「近江のろしの会」
事務局 酒井進/0749‑54‑1533

ならないが、途中にある参集殿までは車で行けるので、小さな子どもや年配の方
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の名で親しまれている。本殿までは、参道から約740 段の急な階段を登らなくては

ඃࠆĆȤඍ༡ɂࢶଯհ!גฎ

ቼ·وఖȟ˲ Ɉɟȕȗࢿک

（祝）

標高 350メートルの赤神山。中腹にある「太郎坊宮」( 阿賀神社 ) は、
「太郎坊さん」
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●野洲市西河原2460●TEL：077‑589‑3767
●定休日：水曜日
（ランチのみ年内無休）
●駐車場：5〜6台
●営業時間：11：30〜21：30
（L.O 21：00）
※ランチメニューは11：30〜14：00

野

ふれあいステージ・フリーマーケット・全日本ムカデレー
スなど楽しいイベント盛りだくさん！
（西ゲート）
●時間：10:00〜15：00
●場所：希望が丘スポーツゾーン
（但し駐車場有料）
●備考：雨天時11/23
（祝）
に延期
●料金：無料
●お問合せ：希望が丘文化公園/077‑586‑2110

中浜さとみ
（ピアノ）
・高井典子
（声楽）
●場所：甲賀市碧水ホール
●開演：14:00
（13：30開場）
●料金：1,000円
●お問合せ：ミューズ/0748‑33‑3060
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桂ざこば一門がやってくる

（祝） 【出演】ミューズ/安部千佳子（マリンバ）
・浅木美穂
（ピアノ）

会公認S級コーチライセンス取得。現在、滋賀県サ
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は、生クリームが酸味を抑え、ま
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●しゃもすきやき風鍋 2,835円
●しゃもつくね鍋 3,675円
●しゃも焼き 3,990円
※すべて1人前のお値段
※予算に応じた一品料理もあります
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伊吹町

ȗɉȠɈɟȕȗᓻ͢
出演：桂ざこば・桂都丸・桂出丸
桂わかば・桂ちょうば
●場所：伊吹薬草の里文化センター
ジョイホール
●開演：14：00
（13：30開場）
●料金：前売1,500円 当日1,800円
●お問合せ：伊吹町教育委員会/0749‑58‑0105

ʫʕʯ˂

៝ၲࡦߠ

立甲南・守山・守山北各高校にて 33 年間高校教諭
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を満たすだけでなく、
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1948 年滋賀県生まれ。金沢大学教育学部卒業。県

円）
」をいただいた。トマトソース

（日）

（2名様以上で2日前までに予約）
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バーの1人が育成している

平飼い（ケージに入れず鶏舎内を自
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（取材・川上）
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どうさん

判のお店だ。近江しゃもは
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店ができたきっかけは
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パスタセットには他にサラダ、ス

「お客様にはおなか

①県立近代美術館②県立琵琶湖文化館③大津市歴史博物館④県
立琵琶湖歴史博物館⑤県立安土城考古博物館⑥世界凧博物館八
日市大凧会館⑦かわらミュージアム⑧栗東歴史民族博物館⑨秦
荘町歴史文化資料館⑩観峰館⑪みなくちこどもの森自然館⑫甲
賀市土山歴史民俗資料館⑬甲賀市水口歴史民俗資料館⑭水口城
資料館⑮甲賀市東海道伝馬館⑯甲南ふれあいの館
（施設により異なる）
を閲覧でき
●備考：入場券を購入せずに常設展
る企画。
展示内容に関する詳細は各館にお問合せ下さい。
●お問合せ：関西広域連携協議会および関西元気文化圏推進協議会
ǽǽǽǽǽ 06‑4803‑5577
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時間かけて作られた特製タ
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ぷり入ったシーフードに大満足。

カフェレストラン

抗生剤無添加、そして遺
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ランＴ.Ｃ.cafe。今年9月にオープ

ーホタテのトマトクリーム（1,300

11/20（土） 関西一円°円均一。今年もやるで！ ᩜᛴ୫ԇɁஓ
21（日） 文化に触れよう！県内15施設の文化施設が入館無料！
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水口町三大寺にある「しゃ
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甲賀市水口町・
「しゃも鍋倶楽部」
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食 べることを楽しむ
べる とを楽しむ
居心地のいいカフェ
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木之本
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（金） ●場所：木之本町スティックホール
●開演：19：00
（18：30開場）
●料金：大人 1,500 円 子ども 1,000 円
ペア券 2,000 円（当日は500円増し）
●お問合せ：木之本町スティックホール
0749‑82‑2411
■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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