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草津市
JR南草津駅東口の夜景49

草津市の副都心として開発が進む 南草津駅周辺。駅前には大規模なマンショ
ンが林立し乗降客数が激増している。立命館大学びわこくさつキャンパスの最
寄り駅で若者も多く、周辺にはおしゃれなショップが建ち並ぶ。写真中央左に
写る （フェリエ）は、南草津図書館やスポーツジムなどが入る複合施設。
図書館は21時まで開いており、勤め帰りに利用できて便利だ。

●大津市大萱1丁目4-16●TEL：077-544-2288
●定休日：水曜日●駐車場：15台
●営業時間：昼11:30～14:00（木・金・土・日のみ）
　　　　　 夜17:30～24:00

（撮影・北中）

12/27
（月）

開催中

12/4
（土）

12/8
（水）

2/6
（日）

"ヘンゼルとグレーテル"大　津

原作：グリム兄弟 台本：アデルハイト・ヴェッテ
音楽：エンゲルベルト・フンパーディンク
［全3幕・日本語字幕つき］
●場所：びわ湖ホール 大ホール
●開演：14：00（13：15開場）
●料金：S席13,000円 A席11,000円
　　　 B席9,000円 C席7,000円
●備考：6歳未満のお子様ご入場不可。公演日当日に残席がある場合、
　　　 青少年（25歳未満）に対し、半額で当日券販売（学生証等の提示必要）
●お問合せ：びわ湖ホール チケットセンター/077-523-7136

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

（撮影・北中）

大津市

石山寺
石山寺の紅葉。もみじに透過する陽射
しが美しい。紫式部もこのような風景
を観ながら、「源氏物語」を執筆したの
だろうか。
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(オス 11歳)犬・雑種

イカスミ オムライス
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【スポーツのお話】その⑨

『一流選手を育てるとはどういうことか』より転載

高島郡マキノ町海津897-27
TEL：0740-28-8081 FAX：0740-28-0228
定休日：火曜日・年末年始 営業時間：9:00-17:00

風味豊かなブリオッシュとな
めらかなクリームチーズが口
の中でとろけるよう。後味は
さっぱり。

大粒のチェリーがとてもジューシー。サクサク生地に
カスタードと甘酸っぱいチェリーがベストマッチ！

口当たりの軽いサクサクデ二
ッシュ生地の上にクリームと
洋ナシがたっぷり。ほどよい
甘さでデザートみたい。

ルッチプラザ 日野町町民会館わたむきホール虹栗東芸術文化会館さきら栗東芸術文化会館さきら

ヤナーチェク記念チェコ国立ブルノ歌劇場

さとがえるコンサート 

歳末ジャンボ！ビワズクイズ大　津
館内をめぐりながらクイズに挑戦しよう！クイズに正
解すると、素敵な学習教材があたる抽選券がもらえるよ！
※抽選にチャレンジできるのは1月5日（火）～31日（月）
●場所：水のめぐみ館 アクア琵琶●休館日：火曜日 
●開館時間：9：00～17：00●入館料：無料●備考：申込不要
●お問合せ：水のめぐみ館 アクア琵琶/077-546-7348

墨彩画・俳画体験教室守　山

12/11
（土）

12/11
（土）

ザ・コッターズ
ケルティック・クリスマス 
山　東

国際交流フェスタ 水口町水　口

フードコーナー・展示コーナー・体験コーナーと楽しみ
一杯！フードコーナーに「ミモザの広場」が出店！イタ
リア料理とカフェが楽しめるよ！
●場所：水口中央公民館 鹿深ホール 
●時間：13：00～16：00●入場料：無料
●備考：飲食物、展示物等は受付でチケットを購入して下さい
●お問合せ：水口町国際交流協会/0748-63-8728
　　　　　  ミモザの広場 殿城/0748-63-1757

12/12
（日）

12/18
（土）

小テーマ展「野洲の民具(30)」 
わらの民具

災害復興支援チャリティーコンサート

野　洲

●場所：銅鐸博物館 1階ホール 
●開館時間：9：00～17：00（入館16：30まで）
●入館料：大人200円 学生150円 小人100円
●休館日：月曜（1/10は開館）12/24･12/28～1/4･1/11
●お問合せ：銅鐸博物館/077-587-4410

大　津

フルートとチェンバロのやさしい音色が響き渡る教会
で、Ｘ’ｍａｓのひとときを過ごしませんか？
光永里子（フルート） 光永秀子（チェンバロ）
●場所：大津聖マリア教会
●開演：15：00（14：30開場）●料金：1,000円 
●お問合せ：ＢＦＳ事務局 光永里子/077-534-3276
　　　　　 大津聖マリア教会/077-522-6144

●場所：翠玲書道研究会守山駅前教室（守山駅西口北側） 
●時間：10：00～12：00●料金：1,000円（色紙・手本代等）
●お問合せ・お申込：久田萠玉/077-583-7582

矢野顕子水　口

●場所：県立水口文化芸術会館
●開演：18：30（18：00開場）
●料金：全席指定
　　　 前売：5,000円 当日：5,500円
●お問合せ：県立水口文化芸術会館
　　　　　 0748-62-2626

※現地まで取りに来てもらえる方限定！
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セルポワは瀬田駅から歩いて5分。
おしゃれな外観が目を惹く。
ランチコースは4種類。今回はミ
ニコース（1,030円）をいただいた。
前菜は生タコのカルパッチョ。イ
クラも入って、歯ごたえがプリプリ。
隠し味のコチジャンが、ピリッと
タコをひきたてる。メインは5種
類のオムライスから選ぶ。今日は
一番人気のイカスミオムライスを
頼んだ。初めて食べる人は最初の
一口でドキッとするはず。ふんわ
り卵の下から顔をのぞかせるのは、
真っ黒なご飯！でも、クリームソ
ースとイカスミは癖になるおいしさ。
シェフの水島幸次さんによると「照
り焼きクリームソースがポイント」

とのこと。見
た目のインパ
クトとともに
「忘れられな

い味」になること間違いなし。味
もさることながら、ボリュームも
王様級だが、食べきれない女性の
ために小さいサイズも用意されて
いる（50円引き）。
ミニコースには他に、みそ汁、デ
ザート（ゆずシャーベット）、ドリ
ンクがつく。ドリンクはコーヒー
かハーブティーを選べる。中で
も毒だし茶（体内
の毒を出すお茶）
は女性にダントツ
の人気。
水島さんがオムライスに情熱を注
ぐのは、子供からお年寄りまでみ
んなが楽しめる一品だから。もち
ろん、自家製の畑「セルポア農園」
で栽培された野菜を使うなど、素
材選びにも余念がない。とびきり
のオムライスはいかが？（取材・北中）

道の駅「マキノ追坂峠」

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
間の高校教諭を務める。その間、1993年よりU-15、16、
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。
2001年には日本サッカー協会公認S級コーチライセン
ス取得。現在、びわこ成蹊大学スポーツ大学スポーツ
学部競技スポーツ学科助教授。

Sel et Poivre

まず、好きなことをやれ！

12/ 7（火）
21（火）

カナダ出身ケルト伝統音楽を奏でる若き
ケルティックポップスグループ！
一足先にＸ’ｍａｓを味わおう！
●場所：ルッチプラザ ベルホール310
●開演：17：00（16：30開場）
●料金：前売3,000円 当日3,500円
　　　 ※高校生以下半額
●お問合せ：ルッチプラザ/0749-55-4550

10月22日、マキノ町の国

道161号線沿いに、道の

駅「マキノ追坂峠」が誕

生した。駅には地元の農

産物や加工品を販売する

コーナーやレストランが

あり、訪れる人たちに人

気だ。

「里山パン工房」には、発

芽玄米を使った米パン、

地元農産物を使った菓子

パンなどが並ぶ。「物販･

直売コーナー」では自家

製造しているそばが大変

な人気で、お昼過ぎに

は売れきれるほど。マ

キノピックランドから納品している

ジェラートは1個200円。バニラと

栗味が販売されている。

また「レストラン峠茶屋旬菜」は

ガラス張りの大きな窓が印象的。地

元農産物を使った家

庭料理が味わえる。

この駅の自慢は見晴

らしが大変良いこと。

取材日は快晴で、テラスからゆっく

り景色を眺めることができた。

駅長の狩野さんは、「道行く人にく

つろいでもらいたい。また、将来こ

こが情報発信の場所になって欲し

い」と、新しい駅への意気込みを語

ってくれた。オープンしてまだ1ヶ

月余りだが、訪れるお客さんの反

応は上々。冬

はスキー場へ

行く人たちの

休憩スポット

としても賑う

だろう。
（取材・前川）

狩野駅長
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