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北びわこ地域をたっぷ

り楽しむ「冬の北びわ

こ周遊観光キャンペー

ン」。今回その目玉企画・

SL北びわこ号（米原

～木ノ本）に乗車して

みた。蒸気機関車は昭

和12年製造のC57形、

愛称「貴婦人」。キャンペーンでの運行は今年

10年目を迎え、乗客数は2月20日で20万人に

達する。機関士の中上さん

にお話をうかがうと「運転

の醍醐味は、機関士と機関

助士が心を合わせてSLとい

う巨体を動かすこと。そし

て多くのお客様に喜んでも

らうこと」だそうだ。蒸気機関車で424人もの

乗客を運ぶには職人技の技術と体力が不可欠。

まさに人の力で人を運ぶと言える。

さて、いよいよ出発だ。蒸気の音とともに白

煙をあげるSL。間近で見ると改めてその大き

さや迫力に感動する。車内は家族連れも多く

のんびりなごやかな雰囲気。外に向かって手

をふる子供、昔を懐かしむお年寄り、煙とと

もにゆっくりと流れる車窓の雪景

色にカメラを向ける人の姿が見ら

れた。2/20の運行は残念ながら満

席だが、米原駅～木ノ本駅沿線で

その勇姿を見ることができる。また

19（土）・20日（日）は北びわ

この観光スポットを巡回する

バスが運行される。SLととも

に北びわこの魅力を再発見す

るチャンス！　　　（取材・川上）

（取材・佐藤）
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蒲生郡日野町

蔵王ダムと綿向山57 
撮影日（1/10）はちょうど前日に雪が降り、山並みは粉砂糖をまぶしたような姿。
ダム湖の澄んだ水と青空との対比が絵ハガキのようで、思わず息をのんだ。正
面奥の山は鈴鹿山系の綿向山。標高1110mで、初心者にも登山しやすいと人気だ。
ここは「わたむきホール虹」がある日野の中心街から車で10分ちょっと。滋賀
というとつい琵琶湖に目を注ぎがちだが、山間部にもすばらしい見所があるこ
とを再認識した。 （撮影・左近）

河島マディ河島マディ河島マディ

TEL：077-528-3684

  9:00～10:30/13:00～15:00 

  ※平日のみ

  篠山紀信撮影による
  「食」に関する写真 約70点

事前に電話予約

2コース乗り放題の巡回バス運行！

  原則として200名様まで 

  90分（ビデオ上映・見学・試飲）
      （60分コース可能。応相談）  

  土曜日・日曜日・祝祭日など
　(詳細はＨＰで工場カレンダーを確認ください)  

  電話にて１週間前までにご予約ください

ざ お う わたむきやま

わたむきやま
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大　津

大津放水路資料展
大津放水路1期区間通水記念プレイベント開催中

2/26
（土）

2/22
（火）

2/20
（日）

大津放水路事業パネル展示・大津放水路事業VTR
●場所：水のめぐみ館 アクア琵琶 3階企画展示室
●時間：9：00～17：00●料金：無料●備考：予約不要
●お問合せ：水のめぐみ館 アクア琵琶/077-546-7348

大　津 書道作品展「書と絵の手紙展」

4/10
（日）

開催中

3/6 
（日）

●場所：大津市生涯学習センター 1階ギャラリー
●時間：10：00～19：00（最終日は16：00）
●料金：無料●備考：予約不要
●お問合せ：大津市生涯学習センター/077-527-0025

野　洲 野洲共有文書

主な展示品：正徳元年野洲村高札・天文14年六
角氏奉行人奉書・明和4年益水凱旋録など
●場所：銅鐸博物館
●時間：9:00～17:00（入館は16:30）
●料金：大人200円 学生150円 小人100円
●お問合せ：銅鐸博物館/077-587-4410

雪んこフェスタ
ファミリーカーニバル

中山道と野洲川が通る野洲村

滑るだけでなく、小さなお子様にも自然の中で
「雪遊び」を親子でお楽しみいただける宝さがし
大会、チュービングレースなどのイベントをご
用意しております。冬の一日をお楽しみください。
●場所：箱館山スキー場「キッズパーク内」
●時間：10：00～
●料金：参加無料（キッズパーク利用料500円）
●お問合せ：箱館山スキー場/0740-22-2486

五個荘 にんげん雛まつり
お内裏様、三人官女、五人ばやしに女性が扮装し
白酒などでみなさまをお迎えします。いっしょ
に記念写真もできます。
●場所：外村繁邸●時間：10：00～15：30
●料金：3館共通券 大人500円、小人250円
●お問合せ：てんびんの里五個荘観光協会
           0748-48-2100

●場所：伊吹山スキー場
　「3合目ゴンドラ駅舎横ちびっこ広場内」
●時間：10：00～●料金：参加無料
●お問合せ：伊吹山スキー場/0749-58-0303

●場所：国境スキー場
  「レストラやまぼうし前特設会場」
●時間：10：00～●料金：参加無料
●お問合せ：国境スキー場/0740-28-0303

大　津

近江八景 －浮世絵編－

2/24
（木）

大　津

「韓流ドラマの魅力を語ろう・なぜ、今ヨン様なのか」
二人の主婦の方にお話していただくことになり
ました。私たちの中で身近な出来事として、いろ
いろな方の意見が出るかと思います。
講師：浅井津矢子さん・目片裕みさん
フリーディスカッション：コーディネーター：姜永根さん
●場所：PCC（パブリックシチズンセンター）
●時間：19:00～20：40●料金：無料●定員：30名
●申込方法：TELまたはFAX
●お問合せ：近江渡来人倶楽部事務局
  TEL077-526-2929　FAX077-525-5300

●東近江市長町116●TEL＆FAX：0749-45-0039
●定休日：月曜（月曜が祝祭日の場合は月曜営業、火曜休み）
●営業時間：平日11:30～16:00

選び抜かれた素材
感性光る
手打ちそば

選び抜かれた素材
感性光る
手打ちそば

・・・・

・・・・

・・
・・・

工場見学＆ビール試飲はいかが？
篠山紀信写真展「食」

冬の北びわこ周遊観光キャンペーン
運行1０年目のＳＬに乗車！

石臼自家製粉手打ちそば

草津宿街道交流館

店内は木の温もりを感じる落ち着い
た雰囲気。お子様も大歓迎。

湖国ごちそう紀行湖国ごちそう紀行湖国ごちそう紀行

鮎なれ寿司鮎なれ寿司
犬上郡多賀町にあるキリンビール滋賀

工場では、現在「篠山紀信写真展『食』」

を開催中。日本を代表する写真家の展

示が話題を呼んでいる。

今回の写真展では、篠山紀信氏が厳し

い目で選んだ食材や料理を撮影した写

真約70点が、大型パネルに引き伸ば

され展示されている。美しい写真をよ

くみると、フグのすぐ下には、大皿に

並ぶフグ刺しの写真。ただ「おいしそ

う」と鑑賞するものではなさそうだ。

これは、「食」を通じて人間が持つ「残

酷さと美しさ」、「生と死」を表したも

の。迫力ある写真に圧倒される。

ビール工場で写真展？意外かもしれな

いが、キリンビールでは、お客様に気

軽に芸術文化に親しんでもらおうと

年に3回程

度、様々な

テーマで展

示会やイベントを開催。親子で楽しめ

る工作やコンサートなど参加型のイベ

ントには、県外からの来場者も多い。

もちろん、工場見学

も可能（要予約）。コ

ースは、仕込みから

ビン詰めまでといっ

たビール製造工程の

見学、さらにできたてのビールや清涼

飲料の試飲ができて1時間余り。

希望すれば環境についての学習も受け

られる。

迫力ある写真展と工場見学で、食につ

いて考えてみるのはいかが？

近江八景 唐崎夜雨図
歌川広重

だい ご み

※区間：木ノ本駅～河毛駅～長浜駅
※運行日：2月19日（土）・20日（日）
※車内では地元観光ボランティアが見所を案内

※3号：坂田駅、田村駅、虎姫駅、河毛駅、高月駅は通過
☆この春（ゴールデンウィーク）にも運転

県立文化産業交流会館 長浜市立長浜城歴史博物館キリンビール株式会社滋賀工場

（取材・川上）

（近江八幡市）

（撮影・左近）蒲生町 （2/28まで開催）盆梅展

今回ご紹介する「鮎なれ寿司」は、フ

ナズシのアユ版と言えば、わかりやすい。

古くは江戸時代に朝鮮通信使が食した

という記録が残っている。

さっそく薄切りに

して食べてみると、

お腹にはアユの子

がたっぷり、しか

もほどよい塩加減で、

なんとも上品な味わい。フナズシほど

クセがなく、とても食べやすい。

現在、琵琶湖では禁漁期などがあり、

子持ちのアユをとることはできない。

では、どうして子持ちの「鮎なれ寿司」

が味わえるのか？その謎を探るべく、

アユ育ての達人・今井博章さんを訪ね、

お話をうかがった。

今井さんは近江八幡で琵琶湖の稚鮎を

使い、子持ちのアユを育てている。「鮎

なれ寿司」のアユはここのアユを使っ

ているのだ。水・エサ・温度…今井さ

んがすべてにこだわり育てたアユは、

味はもちろんカタチまでもが天然モノ

を超えると評判。

今井さんのところで、まず目につくの

が回遊式の水槽。

「脂肪分の少ない身のしまったアユを育

てるためには、アユがしっかり運動で

きる環境が必要です。そのために水流

が維持できる水槽で飼育しています」と、

今井さん。琵琶湖の稚鮎はまず大きな

水槽で飼育。成長してから、この回遊

式の水槽に移すそうだ。水流や水温が

細かくコントロールされ、エサにも様々

な工夫が施されている。こうして、「天

然モノを超えた」アユが育つのだという。

この「天然モノ

を超えた」今井

さんの子持ちア

ユを仕込むのは、

沖島のフナ寿司作りの名人。近江米と

塩だけを使って漬け込む。もちろん添

加物は一切使用していない。

できあがった「鮎なれ寿司」は、フナ

ズシのような臭みがないのが特徴。だ

から「ふなずしはちょっと…」という

方にもぜひ、おすすめしたい。

また、アユはフナより小さく、骨も柔

らかいことから少量の塩で漬け込むこ

とができる。だから「鮎なれ寿司」は「減

塩タイプ」のなれ寿司なのだ。

値段は1尾1,500円とフナズシの約半値。

お求め安いのも魅力の一つである。
（取材・竹末）

プレゼント
あります！
下記へＧＯ！

プレゼント
あります！
下記へＧＯ！

本展では、浮世絵風景版画に
見る多様な近江八景の世界
を紹介します。
●場所：大津市歴史博物館
●時間：9:00～17:00
　　　 （入館は16:30まで）
●料金：一般210円 高大生150円 小中生100円
●お問合せ：大津市歴史博物館/077-521-2100

・・・・

2/17（木）
18（金）
19（土）

2/19（土）
20（日）

犬上郡多賀町敏満寺1600 TEL：0749-48-2810
FAX：0749-48-1659
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(税込)
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