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鶏肉はカレー粉と塩・こしょうでソテーする。冷めたら
薄くそぐように切る。パンにクリームチーズを塗り、ス
ライスしたトマト、玉ネギ、スウィートバジル、鶏肉を
サンド。
手軽に作りたい場合はフライドチキンを利用する。カレ
ー粉で炒めたキャベツをはさんでスパイシー風味を出す。
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材料：・コンビーフ・ピクルス・玉ネギ
・トマト・レタス・マヨネーズ
コンビーフはフォークでほぐす。ピクルスはみじん切りに、
玉ネギは薄くスライスし冷水に放す。材料をマヨネーズ
でよくあえ、レタスとトマトと一緒にサンド。とっても
アメリカンな一品。

お手軽編

材料：・アボカド・ゆで玉子・レタス
・きゅうり・からしマヨネーズ
アボカドとゆで玉子はみじん切りにし、からしマヨネー
ズであえる。きゅうりは薄切りにしてパンに並べる。き
ゅうりを厚めに切って歯ごたえをだすところがミソ。栄
養たっぷりな一品。

お惣菜屋さんで材料を買って簡単サンドイッチ！

＊肉じゃがサンド
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肉じゃがのジャガイモやニンジンは薄切りにする。パン
にバターを薄く塗り、レタスを２〜３枚重ねて肉じゃが
を並べる。くずれやすいのでピックで押さえて形を整える。

＊きんぴらサンド
材料：・きんぴらごぼう・大葉
・しょうゆ・マヨネーズ

ಡʃʧʍʒᴷणಏڌ
Ǵᜊбʶʽʉɿɮɹʵᣋ
ǴکᴷÊÒणಏᮟҰǾ
Ȉᣋᦪᤍणಏஇᚐʅʽʉ˂ȉ
͇ᣋɁ߳ᅆȟᄻԱᴥाඬጙᴰґᴦ
Ǵ؆ഈᩖᴷ¹ᴷ³°ᵻ±·ᴷ°°
Ǵ୳ᦂᴷ±ஓ±¬°°°я¯ի ²իᄻ͏᪃±ஓµ°°я¯ի
ǽƆʟɫʩʴ˂ҾऀȕɝƆيͶɂ̜Ұ̙ጙ॒ᛵ
ǽƆछᮢکȧҟႊɁکն±ஓµ°°я¯ի
Ǵիୣᴷ̷۾ႊ¨²¶©ټ±°իˁފΖႊ¨²²©ټ³ի
ǴȝץȗնɢȮᴷᜊбʶʽʉɿɮɹʵᣋ
°·´¹²´´µ·´

4/15

サンドイッチという名前は、今
から 200 年ほど前のイギリスの
海軍大将、ジョン・Ｍ・サンド
イッチ伯爵に由来すると言われ

マヨネーズにしょうゆを混ぜる。パンにしょうゆマヨ
ネーズを薄く塗り大葉をしく。きんぴらをならべて、
端からくるりと巻き、ラップで包む。形を整えて斜め
にカット。きんぴらの甘みがパンによくあう。

デザート編

＊焼豚サンド

トランプが大好きだったサンド

材料：・焼豚・玉ネギ・つぶマスタード
・マヨネーズ・ステーキソース・バター

イッチ伯爵が、ゲームをしなが

玉ネギはスライスして冷水に放す。マヨネーズとステー
キソースを混ぜる。パンにバターを薄く塗り、薄切りに
した焼豚と他の材料をのせる。ステーキソースが効いて
かなりおいしい。キャベツの千切りをマヨネーズであえ
て加えてもよくあう。

＊チェリージャムサンド

＊イチゴサンド

材料：・バター
・チェリージャム

材料：・イチゴ・ホイップクリーム
・カラースプレーチョコ

※好きなジャムでＯＫ

ホイップクリームをたっぷり塗ってカットしたイチゴを並
べる。スプレーチョコを散らして春らしくトッピング。

パンにバターを薄く塗り、
まんべんなくジャムをぬ
ったパンを 5 層に重ね、
ふきんで包む。重しで押
さえて圧縮したあと、は
み出た部分をカット。く
るくると巻いたら、好き
な太さに切り、ピックを
さす。

が始まりだとか。
お花見のときには、シートを広
げてゆっくり味わいたいですね。
パンと食材を別々に用意して、
ススメです。
家族や友だちグループでサンド
イッチパー
ティーを
楽しみま
しょう。

＊フルーツミックスサンド
材料：・缶詰のフルーツミックス
・ホイップクリーム
フルーツはザルにあげて汁気を切る。パンにクリームをま
んべんなく塗り、フルーツを並べる。パンをくるくる巻い
てラップで包み、形を整えたら好みの大きさに切る。

ៈуٛɁಡ

長浜城の跡地
「豊公園」
は、
「日本さくら名所100選」
にも選ば
れており、
ソメイヨシノを中心に約800本の桜が一斉に咲き
誇ります。
桜の見ごろに合わせて夜間はぼんぼりを点灯。
●場所：豊公園
●ライトアップの時間：日没〜平日21：00、
土日22：00
●お問い合わせ：長浜市役所都市計画課/0749‑62‑4111
（代）
竜

王

ಡɑȷɝ éî ܹᑔ
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の時期。
桜開花状況に合わせて夜間ライトアップもします。
また4/8
（土）
にはフリーマーケット・お茶会・琴演奏会・屋台
村などの催しもあります。
●場所：妹背の里
（蒲生郡竜王町川守）
●時間：8日は9：00〜16：00
（イベント開催）
●お問い合わせ：竜王町観光協会/0748‑58‑3706
湖

南

Ⱦȧɝಡɑȷɝ

ゲームなどの催しの他、
ステージでは湖國十二坊太鼓、
アク
ロバット縄跳び、
マジックショーなどのイベントが盛りだく
さん。
●場所：にごり池自然公園
（湖南市大池町）
●時間：10:00〜16:00
●お問い合わせ：湖南市商工会青年部
（湖南市商工会内）
0748‑72‑0038

4/29

大

津

՞ࠞȨȢɜɑȷɝ ᕩಡ͢

（祝） 八重桜（ぼたん桜）、約40種・1,000本以上が咲きみだれる比

5/7
（日）

叡山。
先着200名様に比叡の木の芽の天ぷら、
抽選でオリジ
ナルグッズ、
抹茶と和菓子、
煎茶と葛湯プレゼント。
座禅体
験も行われる。
（奥比叡ドライブウェイ西塔駐車場内）
●場所：比叡山延暦寺西塔地域
●時間：10：00〜●料金：坐禅体験1,000円
●お問い合わせ：比叡山自動車株式会社/077‑529‑2216

ら食べられるように作らせたの

現地で好きな具をはさむのもオ
ケーキみたいなサンドイッチ。あわ立て済みのホイップクリームで時間短縮！

浜

（土） フリーマーケット、子供機関車、鏡開き（振舞酒）、子供ビンゴ

፪᪫ޣǷȵȞȔǿȔ

ています。
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長

（水） 雪野山周辺一帯に広がる、千本近い桜が見事に満開になるこ

＊アボカドサンド

材料：・肉じゃが・レタス・バター

Â ٸٌޓᠬ

散るまで

（土）

＊コンビーフサンド
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桜の開花

材料：・鶏肉・玉ネギ・トマト
・スウィートバジル
・クリームチーズ

˧̢ߥˁႿ෩ˁȽȡȨуٛˁᒚуٛ

4/8（土） 高 島 ²°°¶ࢳ ȝᓹɵʖ˂ʎɬ˂ แࡆ۾
9（日） 琵琶湖北部、海津大崎は湖岸4kmに
15（土） 600本の桜並木が続きます。陸上は
16（日） 交通規制がありますが、カヌーな

ら大丈夫。
誰にも邪魔されずにゆ
っくりとお花見が楽しめます。
●集合場所：知内浜キャンプ場
北浜サイト(マキノ町)
●時間：8：45集合/着替え/出発準備→9：20出発
13：30出発点にもどり昼食→15：00終了
●参加費：10,500円(昼食付)
※2名様以上で参加の方1人につき525円引き
●定員：各日14名様(最低開催人数6名以上)
（2人乗りのカヌーを使用、
伴走船がつきます）
●対象：中学生以上
●備考：まずはお電話、
Eメールにて予約状況をご確認ください
0120‑17‑6688
（通話無料）
mail:o‑pal@optex.co.jp
●お問い合わせ：アウトドアスポーツクラブO'PAL/077‑579‑7111

■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

教えて！
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さくら咲くイベント
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豆知識
「お花見の由来」

花見の起源にはいくつかの説があるが、代表的なものに「古

णಏࢍ

णಏڌ۶ښɁಡ

もうすぐ彦根城を中心に約1,300本の桜が咲き、
美

じょう

る。鑑賞としての花見は奈良時代の貴族の行事が起源といわ

しい城がうっすらピンク色に染まる。
4／1〜20まで

れ、当時は梅が鑑賞されていた。平安時代になって桜に変わ

は
「彦根城 桜まつり」
が開催され
（開花状況により

り、嵯峨天皇が宮中で開いた宴が最初の花見とされる。貴族の間で催さ

こん き

天下の名城のひとつに数えられる彦根城。
別名金亀

代の日本人が田植え前に豊作を祈願した神事」という説があ

とも

城とも呼ばれているが、
この名前の由来は、
築城前

変更あり）
、
ぼんぼりが灯されて夜桜も楽しめる。

れていた花見が室町時代には武士階級にも広がっていった。江戸時代に

にあった寺院に金の亀に乗った観音様が安置され

お問い合わせ：
（社）
彦根観光協会/0749‑23‑0001

入ると徳川吉宗が江戸の各地に吉野から大量の桜を移植し、庶民に開放。

ていたからという。

（撮影・前川

2004.4月）

また各地の大名もそれにならって桜を植えたことで桜の名所が全国に生
まれ、庶民の行事として広まっていった。

