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薬膳料理と中国茶で
体も心も
あったかランチ

2006年（平成18年）1月5日（木曜日）
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たっぷり。三色ゆばが彩りを添える。葛根
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喫茶去」は、本格的な薬膳料理と中国

は肩こり、冷え性、風邪のひき始めなどに
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茶がおいしくいただけると評判の店。薬膳

効果があるといわれ、やさしい味付けのス

ЪᆷȃȋǗൊಗᨸȗࠂȁȸǖᦖ

Ȓ֫ȾͩȏȋȶǖۢพМȤ֫Ț
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行説」に基づき自然の食材や生薬を組み合

ちに体が驚くほどポカポカ温まってくる！
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わせた体にやさしい料理をいう。

他に黒米のごはん、ひじきとクコの実の煮物、
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紅酢漬けの大根、紀州の梅干、桂花のゼリ
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龍茶 ( お菓子付 )」のセット (1,590 円 ) をい

ーが付く。凍頂烏龍茶は花粉症の症状をや
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わらげる効果があり、冬から春先にかけて
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アツアツのスープは豚肉の肉団子入り。風

特に人気。味と香りも大満足。他にも 70 種
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今回は冬季限定の「葛根丸子」と「凍頂烏
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類もの中国茶が用意してある。
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でリラックスしてほしい」と薬膳館・館長
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の横田佳子さん。お正月疲れした体にやさ
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瀬田川
大橋

京阪石坂線

（取材・鋒山）

瀬田
唐橋

唐橋前
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名神高速道路
石山高
石山寺
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フナ寿司より上品でおいしい
と大評判
！

ハーブといった伊吹産の薬草入りで、少し浸かって
いるだけで全身がポカポカ。ドライブで疲れた体を
（冬場は天候により休業が多い）
休めるのにぴったりだ。
建物１階には地元産の野菜直売所があり、強い辛さが特徴の「伊

薬草足湯

吹大根」やクルミのような味わいの「バイの実」など、地元特

●時間：11：00〜17：00まで
（平日15：00まで）
●利用料金：100円
●休館日：水曜※天候により休業の場合あり

産の食材に出会える。また、卵はバケツ一杯
（40〜45個入り）
で1,000円。薬草入りのエサを食べた鶏から採れるため、滋養
効果が高いと地元の人が何度も買いに来るという。レストラン
ほ なみ

穂波の「旬彩うどん」は「伊吹大根」や「薬草卵」
「やだよのあげ」を使用。地元素材にこだわっ
たメニューが人気だ。
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ジナルのケーキやジャムが好評。
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なんといっても展望テラスから望む伊吹山が壮大。
年末・年始と忙しかった体を休めるには、伊吹の自然と触れ合うのが
一番。
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※旬彩の森まで受け取りに行ける方限定
※応募締切り：1/19
※プレゼント交換期限：2月末日

2階には「喫茶コーナー」や「パン工房」があり、焼きたてパン、オリ
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●米原市伊吹1732‑1●TEL：0749‑58‑0390●E‑Mail：ibukinosato@za.ztv.ne.jp
●営業時間：9：00〜19：00
（各部門で、
また季節によって異なる場合あり）
●定休日：水曜日
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●大津市蛍谷4‑45 薬膳館内●TEL：077‑537‑2598●営業時間：11:00〜18:00
●定休日：不定休※1月は6日以降無休。
2月以降月1回程度

東海道
新幹線
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京阪石山
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建物の前にある「薬草足湯」はヨモギやドクダミ、
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伊吹山のふもとならではの施設や味覚が人気。
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「薬膳料理で健康的な体に！そして中国茶

ＪＲ琵琶湖線
ジョーシン

「薬草足湯」や「伊吹大根おろしドレッシング」など、
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練りこんであり、白菜、ネギなどの野菜が

石山

の森」
。
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邪薬などでなじみ深い生薬・葛根の粉末が
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伊吹山の登山口近くにある道の駅「伊吹の里 旬彩
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「五
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大津市蛍谷の「薬膳館」内にある「中国茶
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公開中

甲賀市信楽町にある
「紫香楽宮跡」
。
紫香楽宮は聖武天皇
（在位724〜749年。
奈良に大仏殿を造ったことや、
そ
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の遺品が正倉院に収められていることで有名）
が信楽に新しい都を作ろうと着手した宮殿だが、
反対勢力に
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あい完成しなかったため幻の都と呼ばれている。

は

そ せき

遺構郡には礎石（建物の土台となる石）が点在し、木々に覆われ神秘的な雰囲気。歴史に思いを馳

1/16
（月）
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長年の発掘調査の結果、平成12年にこれまで紫香楽宮跡とされていた場所が実は甲賀寺跡で、宮
殿があったのは、ここから北へ約1km離れた宮町遺跡であることがわかった。
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江戸時代の国絵図から現在の風景まで、
ふるさと琵琶湖・
瀬田川の移り変わりが見られます。
●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
●お問い合わせ：水のめぐみ館 アクア琵琶/077‑546‑7348
長

浜
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（撮影・北中）

せるひとときだった。

ɮʣʽʒ

̾ȞɜᩖȾնșᴞ

ǹ

്֫ȚһࡪȾǸǽȷȴǲȗȖȶǖ

ᣋʛʘʳʨќᅊɂȦȴɜȞɜ çáéäï®êð¯°¶¸´

ቼ¸᥅˩وцຑ͢࿑ҝࠕ
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彦根井伊藩の御用窯湖東焼の再興をはかった長浜焼
（長
浜湖東）
は、
わずか8年間に作製されました。
皆様のご要
望におこたえして第3回目の展示公開をいたします。
●場所：長浜城歴史博物館 2階展示室
●時間：9：00〜17：00
（最終入場時間16：30）
●料金：大人400円 小・中学生100円●備考：期間中無休
●お問い合わせ：
（財）
下郷共済会 鐘秀館/0749‑63‑5987
草

津

2/4（土）・2/5（日）͜ܝȺȾᜆȪɓʎɬ˂
銀世界の奥伊吹で雪遊びや雪だるまを作って雪に親しみ、
餅つきや豚汁など
奥伊吹の人々の温かいもてなしで思い出の一コマをつくりませんか。
●日程：＜Ａコース＞2月4日(土)/10：00グリーンパーク山東集合→10：30甲津
原へ移動・雪だるまつくり→12：30昼食
（甲津原交流センター）
・餅つき体験→
13：30雪遊び・かまくら遊び・宝探し・雪上フラッグなど→15：00解散
＜Bコース＞2月5日(日)/9：30旬彩の森集合→9：45こんにゃく作り体験と家族
なべつくり→12：00昼食と薬草足湯→14：00解散
（二日間）
/Ａコース・Bコースの日程と同じ※宿泊の方は冬
＜Cコース＞2月4日･5日
の星空観察
（グリーンパーク山東）
有り
●料金：A・Bコース 各1,800円 Cコース3,000円 ※一人分
※Cコースで宿泊代を含む場合、
大人9,800円 子供6,800円
●備考：宿泊希望の方、
グリーンパーク山東のトレーラーハウス選択可。
できるだ
け車でのグループ参加をお願いします
●定員：40名
（先着順）
●申し込み締切り：平成18年1月22日
（日）
●申し込み・お問い合わせ：
米原市エコミュージアム地域再生協議会事務局
「旬彩の森」
/0749‑58‑0390
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（土） すごろくに挑戦しながら常設展示室をまわります。
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上映案内

●場所：琵琶湖博物館●時間：13:30〜15:00
●受付：実習室2で13:00〜※事前申込み不要、
当日受付のみ
●定員：30名※申し込み人数多数時、
整理券を発行する場合あり
●料金：参加料は無料ですが、
別途常設展示観覧料必要
大人600円 高校生・大学生400円 小・中学生250円
●お問い合わせ：琵琶湖博物館/077‑568‑4811
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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
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ビオトープに飛来したコハクチョウ
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（土） プログラム：愛の挨拶/久石譲メドレー/小さな世界/お正

優勝
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実行委員会
（財）長浜文化スポーツ振興事業団 「ミュージアム ぐるっとパス 関西2005」
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Smile!
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月関連曲/ディズニーツアー
（絵と音楽とストーリー）
他
●場所：野洲図書館 ホール
●時間14：00〜15：30●料金：無料
●お問い合わせ：野洲市生涯学習課/077‑589‑6324
野洲図書館/077‑586‑0218
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ՙ᠈ᜤॡɽʽɿ˂ʒ
2005年度ピティナピアノコンペティション入賞者による
コンサート！
●場所：栗東芸術文化会館さきら 中ホール
●開演：14：00
（開場13：30）
●料金：1,500円
（4歳以上有料）
●備考：4歳未満のお子様入場不可
●お問い合わせ：塚本楽器/0748‑33‑5198

■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

（撮影日／ 2005.12.15・田中）
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