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大津市・滋賀県立衛生環境センター

大津市・琵琶湖汽船

今年の花粉は昨年の30倍！？

冬の湖国を再発見
のんびり船の旅 雪見船
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人生の基礎を学んだ名古屋での11年
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京都府八幡市在住。
（財）
滋賀県産業支援プラザ・ジ
ェトロ滋賀情報デスク相談員。1936 年香川県生まれ。
1960 年京都大学法学部卒業。伊藤忠商事
（株）
入社。
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繊維の羊毛、繊維部門企画統轄を経て、物流子会社
その他東南アジア、ヨーロッパ、米国等、世界各地

ࠊǰȷǗǿǲǰǲ̣Ȕ᜴ȃȒȫȋǰǗȉ

に出張。2002 年４月より現職。
座右の銘：知恵を絞れば、如何なる困難も解決の方法がある
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波に揺られながら琵琶湖から景色を眺め

一体どのように観測されているのだろう？

ノキなどの人工林であり、森林（県の

ランデ」
。3月10日までは琵琶湖の冬景色

るのも楽しい。長浜

滋賀県立衛生環境センター

面積の半分）に囲まれた盆地という地

を楽しむ「雪見船」として運航されている。

観光を兼ねたのんび

を訪ね、大気担当の矢田

形のため、どの方向に風が吹いても花

大津港から2時間かけての船旅を取材した。

り船の旅はいいも

さん、田中さん、佐野さ

粉が飛散するそうだ。

客室は外の寒さと打って変って暖かく、1

のだ。 （取材・大西）

んにお話を伺った。

同センターの情報を

階と2階それぞれ2人〜8人がけの席にゆ

もとに予防に役立て

ったり座ることができる。船内では、コ

ǷȒ

たい。 （取材・大西）

ーヒー・紅茶・ビール・お酒はもちろん、

花粉を採るのはダーラム型
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といわれる花粉捕集器。ワセリンを塗
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ったスライドグラスをセットし、24時

おつまみを中心にしじみ佃煮といった名
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間後に付着した花粉を数える。識別し

産品も販売されている。船から見える名
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やすいように染色された花粉はピンク色。
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この花粉を、顕微鏡をのぞきながら1つ
1つ数えていくそうだ。非常に根気のい
る作業が毎日行われると聞いて、驚いた。
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花粉症患者は1964
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窓はできるだけ閉めましょう。
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の姿が似ていることから、メタ（変形した）セコイアと名づけられたらしい。
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美しく並んだ木とまっすぐ伸びる道路はロマンチックなムードたっぷり。カメラ

（土） 余暇の充実、知識の向上を求める方のための「近江発見！

好きにとっては絶好の撮影ポイント。
ᒠڈၺ

（撮影・北中）
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滋賀会館
「スケッチ講座」
作品展

大津市浜大津5‑1‑1
TEL：077‑524‑5000

講師：宇佐見隆之氏
（滋賀大学教育学部助教授）
●場所：銅鐸博物館研修室●時間：14：00〜16：00
●料金：無料●定員：120名
（当日受付）
（野洲市歴史民俗博物館）
077‑587‑4410
●お問合せ：銅鐸博物館

■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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岩田重義のスケッチ展 ‑ 近江を描く‑
●場所：滋賀会館文化サロンギャラリー
●時間：9：30〜17：00●料金：無料
●お問合せ：滋賀会館文化講座/077‑522‑6191
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「水利・地名調査による郷土の歴史」
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乗船券
3組6名様

2/27（日）第1回市史・郷土史学習会

こだわり文化講座」
。
その中のスケッチ講座において、
県内
各地を訪ね歩いた1年間の成果を発表する作品展です。
●場所：滋賀会館2階ギャラリー
（火） ●時間：9：00〜17：00（初日は13：00〜）●料金：無料
●お問合せ：滋賀会館文化講座/077‑522‑6191
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プレゼント！

アクア琵琶雛まつり 雛人形作り教室

（日） 紙粘土や色紙を使ってかわいらしい雛人形作りに挑戦。
●場所：水のめぐみ館 アクア琵琶 3階企画展示室
●時間：14：15〜16：00●料金：無料●定員：40名
（予約不要）
●お問合せ：水のめぐみ館 アクア琵琶/077‑546‑7348
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若手アーティスト支援事業出世応援プログラム

ÆÁÍÉÌÙ ÌÉÖÅ
兄弟ユニット。
ピアノの弾き語りにコーラスを交えたスタイ
ルで、
繊細な詞とメロディのオリジナル曲が人気。
●場所：ルッチプラザ ベルホール310
●開演：14：00
（開場13：30）
●料金：全席自由 一般1,000円
（米原市民交流プラザ）
/0749‑55‑7150
●お問合せ：ルッチプラザ

講師：博物館学芸員 行俊勉・本夛桂
●場所：銅鐸博物館●時間：14：00〜16：00
●料金：入館料のみ必要 大人200円 学生150円 小人100円
●定員：120名
（当日受付）
（野洲市歴史民俗博物館）
077‑587‑4410
●お問合せ：銅鐸博物館

が植えられている。メタセコイアとは…最大樹高が 115 m にも及ぶセコイアにそ

ţ

浜市慶雲館で開催中の盆梅展（3

2/26（土） 野 洲 2/26（土）博物館歴史セミナー
2/27
27（日）「野洲の道標‑旧野洲町域の道標とその背景‑」
「史料に見る戦争と地域のくらし‑長島共有文書の調査から‑」 （日）
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湖北観光に風情のある「雪見船」

ご予約・お問合せ

花粉情報は
「滋賀ガイド」
から

ţ
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9:00〜17:00
（入館16：30まで）
お問合せ：長浜市観光振興課/0749‑62‑4111

雪景色は格別です」とのこと。
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マキノ町にあるメタセコイアの並木道。2.4キロにわたって 500本のメタセコイア
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16：10
15：50
15：40
15：00
14：00
※くわしくは琵琶湖汽船まで：077‑524‑5000

乗務員によると「湖上から見る比良山の
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名産などの説明が放送され、船旅を楽し
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高島市
マキノ町
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所案内の他に、琵琶湖の魚、鳥、歴史や
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●高島市朽木318‑1
ȈÏè¡ÍåȉધՎȺȝ᭥̜ȪȲ
●TEL&FAX：0740‑38‑2053
●定休日：水曜日
●営業時間：ランチ
10:30〜14:30
Ɔʅʍʒʫʕʯ˂͏۶ȻȽɝɑȬ
ディナー 17:30〜21：30
Ɔӛఙ᪅ᴷ³ఌఞɑȺ
（日祝日 10：30〜21：30）

58

ƆΙಐɂሎᣅɒȺȬ

大津市御殿浜13番45号
TEL：077‑537‑3050
（代表）FAX：077‑537‑5548
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（取材・佐藤）
ȓ֊ȻǲୟဧțǰǷǸᶳjǕǕ
カントリーテーブル
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続け、今では全国
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体や服に付いた花粉をよく落としましょう。
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帽子をかぶりましょう。
マスクをしましょう。
めがねやゴーグルをしましょう。

※
「雪見酒」
1本付き※お弁当
（1,500円）
は要予約
Ǵᤆᚐᩖᴷ۾แຨᵻᩋ๒ຨᩖ
10：00
10：20
10：30
11：10

みながら勉強にもなる。

ǴɗಇᓃȾоȶȲɜ
うがいをしましょう。
手をあらいましょう。
顔を洗いましょう
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れてから年々増え
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※朝の冷え込みがきつく昼間の気温が高い日は注意！

țǾ

Ǯ

ȔɮʖɮɒȚᭇ֊ǸՌȗࢫǸȶǖɷʍ

ᓹየɁ᭣ɆɗȬȗஓɁస͔

ˁ̷۾
ᴥ࿁ᤍᴦ
²¬³°°я ऱेҾऀ´¬°°°яǽ
ˁߴ̷
ᴥߴޙႆᴦ
࿁ᤍˁऱेȻɕԡᭊ

Ǯ

ȔȖȏȋṴ̈́̈Ⱦȅȷ˔ȓǖ۪ѾȖȚț

ȆǰȢȿ

Ǯ

ȭȷȴǲȗȃȋǗǿȸțਵधᩂȮȖǰᬜ

ᓗ
ᴥީп̙ጙҤᴦ

長浜港
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大津港と長浜港を結ぶ高速船「リオ・グ

近江舞子
ホテル港
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花粉症。滋賀は森林の40％がスギ・ヒ

びわ湖大橋港
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と予想されているが、この花粉情報、

雄琴温泉港
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ドライブもいいが、たまにはゆったりと

昨年実施）ではモニターの3人に1人が

大津港

ᯆࠬࡹఔఈȗǮȷǠɴʌɪɆɡǡ
Ǘɇɢ

船長の西村さん・機関長の相星さん・航海士の増田さん・売店店員の明光さん

この春、花粉が飛散する量は過去最大

で国際貨物を担当。その間、豪州駐在、韓国、中国、
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で賑わっていた。

くことに県政モニター調査（滋賀県が
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月13日まで開催）を目当てにする乗客

の10人に１人が花粉症と言われる。驚
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近江八幡 近江八幡おやこ劇場 第55回例会

「花のお江戸のヘンナテーナー」
江戸時代に大道芸として街角で演じられたり、
人から人へと
伝えられてきた
「伝承遊び」
。
それを再現し、
現代っ子に
「伝承
遊び」
の楽しさを知ってもらいます。
（開場13：10）
●場所：近江八幡市文化会館 小ホール●開演：13：30
●料金：会員無料
（会員申込随時受付中）
一般：1,500円
（4歳以上）
●備考：上演後、
体験指導のコーナーあり
●お問合せ：近江八幡おやこ劇場 事務局/0748‑345‑8489
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