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〒523-0893 近江八幡市桜宮町294ＹＰ１ 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１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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大　津

●場所：大津市坂本5-1-1
●時間：1日0：00～第一番祈祷、初もうで
　　　 　 5：00～歳旦祭・大戸開 神事
●問い合わせ：077-578-0009

野　洲

●場所：野洲市三上838
●時間：1日7：00～歳旦祭
●問い合わせ：077-587-0383

野　洲

●場所：野洲市五条566
●時間：1日　　0：00～歳旦祭　
　　　 1～3日 9：00～16：00
　　　 　　　 書き初め自由
　　　 　　　 振る舞い甘酒あり
　　　 　　　 神矢・お守り等の縁起物
　　　 　　　 授与品頒布
             ●問い合わせ：077-589-2072

東近江

●場所：東近江市小脇町2247
●時間：1日0：00～甘酒接待（1杯100円）
　　   　 5：00～初もうで歳旦祭　
●問い合わせ：0748-23-1341

近江八幡

●場所：近江八幡市宮内町257
●時間：1日 0：00～新年報鼓、新年祝い酒
           6：00～歳旦祭
　　　 2日10：00～湯立て神楽
　　　 3日11：00～御田祭
●問い合わせ：0748-32-3151

蒲　生

●場所：蒲生郡竜王町綾戸467
●時間：31日23：00～重要文化財 楼門ライトアップ
　　　 　　23：30～振る舞い甘酒　
　　　　1日 0：00～歳旦祭、5：00～初神楽
　　　 　　14：00～新年祭 
●問い合わせ：0748-57-0160

多　賀

●場所：犬上郡多賀町多賀604
●時間：1日 0：00～歳旦祭、ご神火の儀、初もうで
　　　 3日11：00～翁始式　
●備考：1～6日　賀状展
●問い合わせ：0749-48-1101

長　浜

●場所：長浜市宮前町13-55 
●時間：1日0：00～歳旦祭、拝殿にて干支丑氷大彫刻
　　　　　0：00、0：30新春ちくわまき（2回）
　　　　　ちくわの中に多数の福あたりがあります。
●問い合わせ：0749-62-0481

高　島

●場所：高島市鵜川215
●時間：1日0：00～授与品等の受付
　　　　　7：00～歳旦祭
　　　　　8：00～17：00一般祈祷
●備考：12/31～1/5 湖中大鳥居ライトアップ
●問い合わせ：0740-36-1555

大　津

●場所：大津市坂本本町4220　●時間：23：45～
●料金：幸先矢（1,000円）購入者5人1組で1回（予定）
　　　 大みそか17：00～元旦8：00まで入山無料
●備考：21：30ごろより幸先矢授与
　　　 大根炊き、甘酒接待（数に限りあり）
　　　 12/31、比叡山・奥比叡ドライブウエイ終夜営業
　　　 ※天候等の事情で変更する場合あり
●問い合わせ：077-578-0001

近江八幡

●場所：近江八幡市長命寺町157　●時間：23：45～
●料金：無料　●問い合わせ：0748-33-0031

東近江

●場所：東近江市百済寺町323
●時間：23：15～(受付22：30～23：00）　●料金：無料
●備考：懐中電灯持参、開運お守り授与（先着50人）
●問い合わせ：0749-46-1036

愛　荘

●場所：愛知郡愛荘町松尾寺874　●時間：23：00～
●料金：無料　●備考：振る舞いうどんあり（先着100人）
●問い合わせ：0749-37-3211

甲　良

●場所：犬上郡甲良町池寺26　●時間：23：40～
●料金：無料　●備考：振る舞い酒あり
●問い合わせ：0749-38-4008

彦　根

●場所：彦根市金亀町1-1（彦根城内・時報鐘）
●時間：23：30～24：30（先着順） ※入城は23：00～　●料金：無料
●備考：鐘つき参加者には、昆布茶進呈
　　　 1日（木）10：00から甘酒が振る舞われる（先着400人）
●問い合わせ：0749-22-2742

●守山市播磨田町3016-8
●TEL：077-581-8872
●定休日：火曜日
　　　　（祝日の場合は営業）
●駐車場：あり
●営業時間：11：30～14：00
　　　　　 17：00～22：30
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猫 齢 徴 まゆ

●三重県桑名市長島町駒江漆畑270
●TEL：0594-41-0787

●場所：なばなの里全体
●時間：17：00ごろ（日没により変動あり）～21：00
　　　 ※12/25（木）は22：00まで延長
●料金：小学生以上「なばなクーポン」2,000円
　　　（里内で食事等に使える金券1,000円付き）

が りなす のが りなす の

極彩色が織りなす光の競演

伝統伝統の技かの技から生み出される
大み大みそかの鐘の音の鐘の音色

絶賛上映中絶賛上映中

“いのいのち”の長さは 誰が決めるの？

ぼんしょう

すず

新しい年を迎えるに当たって、人間の煩悩を取

り除く大みそかの除夜の鐘。

この美しい鐘の音を発する梵鐘の製作を、江戸

時代から続けている東近江市五箇荘町の「西澤

梵鐘鋳造所」の９代目

当主、西澤吉太郎さん

（78歳）を訪ね、お話を

伺った。

作業所には大きな穴が

開いており、その底に置かれた「内型」と「外型」

の間に、銅と錫の合金を流し込んで梵鐘が作ら

れる。型作りから仕上げまでのすべてが手作業

で行われており、この合金の温度は1200度だと

聞いて緊張した。

出来上がった鐘に

は竜や唐草の模様

とともに「鋳匠西澤

吉太郎」の文字がくっ

きり鋳込まれている。

この鐘はこれから何

百年受け継がれてい

くのだろう？ と想像

すると、胸が熱

くなった。

ここのように、

昔ながらの技法

で梵鐘を作って

いる鋳造所は今

では少ないそう

で、国内はもと

より海外からも注文が舞い込み、ニューヨーク

の禅寺でも西澤さんの鐘が響いているという。

「とてもいい仕事だと思っています。何百年もの

間、寺の宝として大切に扱ってもらえるのです

から」と西澤さん。

しかし、毎回、同じように作っ

ても鐘の音色が一つ一つ違う

という。いい音色とは？ と訊

ねると、「聞いた人がいい音色

と思った音がいい音です」とい

う返事で、「なるほど！」と、

感心させられた。今年の大みそか、皆さんの心

に響く鐘の音がたくさんありますように。

（取材・瓜生）

西澤吉太郎さん西澤吉太郎さん西澤吉太郎さん

鋳型に模様をつける元の型鋳型に模様をつける元の型鋳型に模様をつける元の型

いちかわ まさ し

とう か

新名神の開通で身近になった三重

県・なばなの里。

今年もここでウインターイルミネー

ション「冬華の競演」が来年３月８

日まで開催され

ている。今回の

テーマは「花」。

５年目を迎えた

このイルミネー

ションは去年よりさらにスケール

アップし、450万球もの光が里全

体を包み込む。

ほのかに明るい里内を進むと、長

さ200㍍の光のトンネルが現れ、

その先に8000坪の色鮮やかな光

の花畑と、その上にチョウが舞う

ような明かりがともる幻想的な

シーンが広がる。

「皆さん、美しさに息を飲まれます。

ぜひ、この日本最大級のイルミネー

ションをご自身の目でご覧くだ

さい」と担当の市川昌司さんは熱

く語る。

このほか、最先端のＬＥＤ技術で本

当に川が流れているように見える

「水上イルミネーション」や、クリス

タルホワイトのアーチをくぐると

幸せになれるといわれる「光の雲海」

など、見どころがいっぱい。とっ

ておきの夜を過ごすにはピッタリ。

（取材・安積）

妻夫木聡×26人の子どもたち

大杉漣　田畑智子　池田成志 / 原田美枝子

ゆたか

「鮨ひら山」は「ららぽーと守山」裏の住宅

街にあるお店。毎朝、京都中央卸売市場

から仕入れる旬の魚や寿司が味わえる。

ランチは「手

ごろな値段

で本格的な

味」と評判で、

地元客に人

気だ。

今回ご紹介するのは

【天ぷらランチ】（1270円）
・天ぷら ５品　・にぎり寿司 ５カン
・お造り ３品　・魚の煮付け
・季節の一品　・赤だし

天ぷらは、エビ、旬の魚、野菜などで、

揚げたてをいただけるのがうれしい。朝

の仕入れによってネタを決めるというに

ぎり寿司やお造りは、新鮮そのもの。

季節によって、普段はお目にかかれない

珍しい魚が味わえることもある。

「ランチだからといって手を抜かずに丁

寧に作っています。土・日もランチをやっ

てますので、ぜひご家族でもいらして

ください」と店主の平山裕さん。

このほか、寿司ランチ（900円）や、日替

わりランチ（850円）に加え、お好みで単

品の注文もできる。

カウンターだけではなく、座敷もあるの

で落ち着いた雰囲気でゆっくり味わえる。
（取材・澤井）
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