
■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

わが家のペット自慢

（第3種郵便物認可） 毎　日　新　聞 2007年（平成19年）9月20日（木曜日） 3毎　日　新　聞 （第3種郵便物認可）2 2007年（平成19年）9月20日（木曜日）

●甲賀市水口町名坂90 井上ビル●TEL：0748-63-6474
●営業時間：11：30～14：30（L.O.14：00）
　　　　　 17：30～23：00（L.O.22：00）
●定休日：水曜日

長　浜

米　原

大　津

大　津

竜　王開催中

●場所：希望が丘文化公園青年の城 中ホール（蒲生郡竜王町薬師1178）
●時間：9：00～17：00●休館日：９/25●料金：無料
●お問い合わせ：希望が丘文化公園青年の城/077-586-2111

●場所：長浜市民会館（長浜市宮司町1200 / 0749-62-3095）
●開演：14：00（開場：13：30）●料金：4,000円（全席指定）
●備考：未就学児の入場不可
●お問い合わせ：長浜文化芸術会館/ 0749-63-7400

9/22
（土）

9/27
（木）

10/8
（祝）

●場所：ルッチプラザ・ベルホール310（米原市長岡1050-１）
●開演：17：30（開場：17：00）●料金：前売り3,000円 当日3,500円（全席指定）
●お問い合わせ：ルッチプラザ/0749-55-4550

●場所：瀬田南市民センター２階 調理室及び和室
　　　（大津市神領３-８-９/077-544-2030）
●時間：9：00～15：00（予定）●料金：無料●申し込み締め切り：９/30（日）
●申し込み方法：はがき、ＦＡＸ、メールにて、氏名・性別・住所・電話番号を記入
●定員：20人（申し込み多数の場合は抽選）
●対象：滋賀県内住民、男女（小学生以上）
●申し込み・お問い合わせ：ＮＰＯ法人瀬田川リバプレ隊 後藤三郎
                      〒520-2134 大津市瀬田５-27-２
　　　　　　　　　　　TEL＆FAX /077-543-0752
　　　　　　　　　　　メール：saburofjp＠yahoo.co.jp

9/30
（日）

10/11
（木）

●場所：ＪＡレーク大津 上田上ライスセンターおよび田んぼと畑（大津市上田上中野２-２-５/077-549-8111）
●時間：10：00～14：00（小雨決行）●料金：800円（新米１㌔プレゼント） ５歳以下は無料
●申し込み締め切り：９/25（火）17：00まで●定員：80人
●持ち物：軍手、タオル、飲み物、雨具、帽子、長靴（田んぼに水は入っていないが安全のため）
●服装：汚れても良いもの（できれば長袖）
●お問い合わせ：ＪＡレーク大津 営農部農産課 / 077-525-4344

●甲賀市土山町青土101-７
●TEL：0748-66-0316
●営業時間は季節や曜日によって
　異なります。
　詳しくはお問い合わせください。
http://www.ecohvalley.com

1940（昭和15）年生まれ、
中主町（現・野洲市）出身。
東山高校卒。
1969（昭和44）年に野洲
町（現・野洲市）に湖東開
発不動産部を創業。1973
（昭和48）年に湖東開発株
式会社を設立。野洲市を
中心に賃貸仲介、売買仲
介など地元に密着した
経営を行う。
（社）滋賀県宅地建物取
引業協会本部の常任理
事を務める。

、 を明記の上、
と 、 、 と共にお送りください。複数のペットの応募の場合は、名前と写真

が一致するように明記ください。

〒523-0893 近江八幡市桜宮町294 ＹＰ１株式会社ヤマプラ 滋賀ガイド・Ｏｈ！Ｍｅ編集室 
滋賀ガイドにも掲載されます。複数の投稿の場合も一回の掲載となります。お送りいただいた写真は返却できませんのでご了承ください。
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和洋の
創作ラ作ランチンチ
和洋の
創作ラ作ランチンチ

まえ みやだい じゅ

たかし

おおづち

■受付：10：00　開会：10：30・終了：15：00
■入場料：大人1,500円　子供500円
■バーベキュー・餅・天ぷら・おにぎり・遊戯施設利用
　 魚つかみ（事前申し込みが必要）
■芋掘り・野菜収穫体験 １株200円 
 

■バンガロー　１泊　6,000円／１棟 　休憩のみ：　500円／１時間
■体験施設　１泊21,000円／１棟　　休憩のみ：2,000円／１時間 
　　（30人まで宿泊可能）
■テントサイト１泊 3,000円／１区画　休憩のみ：　500円／１時間
■野外設備

■テニスコート　200円／１時間（宿泊者は無料）

■バッテリーカー　　100円／２分 
■ローラー滑り台　　無料（シート貸し出しあり） 
■観光ボート　　　　500円／30分
■貸しさお、餌つき（つり桟橋）　500円／１時間
■ホビーサイクル　　　500円／30分 
■キャタピラ探検車　500円／１周 
■オフロードバギー　500円／１周  
■グラウンドゴルフ　　300円／１日

■バーベキューテーブル　１卓（６人用）／1,000円 
■バーベキューコンロ　　１セット／1,000円 
■バーベキュー食材　　１人前／1,300円

■炭１㌔　350円　■薪１束　400円
◆日帰りバーベキュー（10：00～16：00）はバーベキューテーブルを利用

甲賀市土山町にある「あいの森ふれあい公園　青土ダ

ムエコーバレイ」は、年間10万人が訪れるという人気の

アウトドアスポット。 

ダム周辺に広がる公

園は豊かな自然に恵

まれ、四季折々の美

しい景色が楽しめる。

またアウトドア施設が充実していることも魅力。

オススメはオフロードバギー！ 森の中を駆け抜ける爽

快感は格別。小さな子供が一緒ならゆっくりと進むキャ

タピラ探検車が安心。

また「ホビーサイクル」コーナー

には約10種類の「おもし

ろ自転車」が用意さ

れ、取材日は親子

で楽しむ姿がた

くさん見られた。

他にもグラウンドゴルフやテニスコートで汗を流したり、

バーベキューサイトやバンガローでのんびり過ごしたり

と楽しみ方はいろいろ。

「景色と空気がきれいな良いところです。自然の中でゆっ

くり楽しんでいってください」とスタッフの久田恵美子さん。 

緑の中で思いっきり体を動かし、心も体もリフレッシュす

ることができた。

秋のさわやかな一日、子供から大人まで楽しむことができそうだ。

10月14日（日）には「秋の収穫感謝祭」が行われる。野菜収

穫体験や餅つき、魚つかみなどが楽しめるのでお見逃し

なく。 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （取材・福本）

グランドゴルフ

浮桟橋ホビーサイクルホビーサイクルホビーサイクル

屋根屋根付き付きバーベキーベキュー施設施設屋根付きバーベキュー施設

オフロードバギー

夢の小川夢の小川夢の小川

共同炊事場、ファイヤーサークル×２（要予約）、トイレ、
バーベキュー卓×32、コインシャワー（24時間使用可）

◆予約は６カ月前から受け付け（電話予約可）
◆キャンセルは７日前まで。以降はキャンセル料徴収。

（牛肉・エビ・イカ・フランクフルト・野菜・そば・タレ・ソース・
　塩・油・はし・皿）

私は1940（昭和15）年に旧中主町

（現・野洲市）の農家に生まれた。

小さいころから「次男なのでいず

れは家を出なければいけない」

という自立心を持ち、中学生に

なると将来は自分で看板をあげ

て商売をしようと考えていた。

高校を卒業した1958（昭和33）年

ごろは就職難の時代だったが、

学校推薦で京都にある「日光社」

という外車などを扱う会社に入る

ことできた。京都といえども今ほ

ど車の数は多くなく、特に外車

は映画俳優や企業の社長が乗っ

ているくらいだった。街中でた

まに見かけるキャデラックやリン

カーンにあこがれを抱き、また

これからは車中心の社会になる

だろうと考えた私はワクワクしな

がら入社した。ところが実際に

配属されたのは京都市内のガソリ

ンスタンドで、毎朝５時半に中主

町の家を出て一日中外で立ちっ

ぱなし、帰宅は９時や10時とい

う毎日が続いた。「車にあこがれ

て入社したのに……」と少し不満

にも思ったが、仕事は仕事。持

ち前の辛抱強さで無我夢中に働

いた。冬の朝は特につらかった。

それでも新入社員の自分が店を

開けないことにはお客様を待た

せてしまう。迷惑をかけてはい

けないとその一心だった。しん

どい仕事だったがその後の人生

のプラスになる大変良い経験

をさせてもらったと思う。給油

や洗車作業などを通じてさまざ

まな職種の方と出会えたし、何

より責任感を養うことができた。

その後、工場用の潤滑油を扱う

部署に異動になり、そこでも毎

日必死に働いた。

入社してから７年ほど過ぎた時、

京都の「岡島建設」の社長が「う

ちで建設を学んでみないか？」

と、声をかけてくださった。岡島

社長はいつも給油に来られるお

客様で、ガソリンスタンドでの私

の働きぶりを見てスカウトしてく

ださったのだ。しかしまったくの

異業種であったことと結婚した

ばかりだったことから、なかなか

転職を決意できずにいた。倍以

上の給料といった高待遇を提示

してくださったにもかかわらず

悩み続け、半年後にようやく決

心したのである。

勤務先の「日光社」の石田常次社

長は「君は何か他のことをやる

人間だと思っていた」と快く送り

出してくれた。今でも街中でガ

ソリンスタンドを見かけると当

時のことを懐かしく思い出す。外

車にあこがれて入社し、もしも

営業に配属されていたら今の

仕事には結びつかなかったかも

しれない。こうして26歳の私は

「これで人生が変わるのかもし

れない！」と、第二の職場に向

かった。

いし　だ　つね　じ

甲賀市にある「いちにいちれい」は今年４月にオー

プンしたばかりの新しいお店。和風モダンにまと

められた店内は女性に人気で、子供連れのお母

さんや年配の女性グループでいつもにぎわう。

今回ご紹介するのは

【プレートランチ】※ドリンク付き（950円）
・メーン ・サラダ ・季節の果物 ・副菜

メーンは週替わりで３種類用意され、今回は

「シーフードの冷製パスタ」

をチョイス。

シーフードと夏野菜が入っ

たパスタはしょう油ベース。

隠し味のスダチが効いて、

さっぱりとおいしい！

ワンプレートにサラダやフルーツが彩りよく盛ら

れ、見た目も楽しい。

「何度来ても喜んでもらえる店作りを心がけてい

ます」と店長の前宮大樹さん。調理師学校以来

の友人、松元崇さんと２人で腕をふるう。

店名の「いちにいちれい」は「一番に一礼」という

心構えと、前宮さんの誕生日12月10日にちなんだ

もの。誕生日当日にはビッグイベントが用意され

ているとのこと。

お楽しみに！

（取材・福本） 

店長の前宮大樹さん店長の前宮大樹さん 松元崇さん松元崇さん店長の前宮大樹さん 松元崇さん
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