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優勝おめでとう優勝おめでとう7/28（木）～29（金）
第64回滋賀県中学校夏季総合体育大会
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近江野菜の台所
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「菜園レストラン 近江野菜の台所」は、

滋賀県産の野菜がたっぷり食べられるレ

ストラン。今回、紹介するのは

【こだわり野菜と本日逸品料理御膳】
（1500円）　※サラダバー・コーヒー付き
・日替わり肉または魚料理
・十五穀米　・野菜たっぷり味噌汁
・サラダバー　・コーヒー

滋賀県内の契約農家から仕入れている野

菜と、この店で栽培している野菜を使い

ながらシェフが腕を振るう。和洋趣向を

凝らした総菜はいろいろ味わえて楽しさ

満点。

見た目も鮮やかなサラダバー

は、約20種類の野菜が食べ

放題。新鮮さを保つために

目の前でスタッフがカットし

ているというこだわりよう。

カボチャ、ズッキーニ、トウ

モロコシなども生。パフェのようにグラ

スに盛り付け、もろみ、野菜塩、シーザー

ドレッシングでいただく。みずみずしさ

と甘みが感じられて、とてもおいしい。

「新鮮な野菜の風味を生かした調理を心

がけています」とマネージャーの山下佳

成さん。

店には女性客や子ども連れが多く、子ど

も用のメニューも充実している。

フレッシュ野菜のジュースや、野菜を使っ

たスイーツも人気だ。　　　　（取材・鋒山）

蚕が作った繭から糸をつむぐ「糸とり体験」が、９

月10日(土)、長浜市の浅井歴史民俗資料館の糸

姫の館で開かれる。

古くから長浜市の北部では養蚕が盛んだったが、

現在、糸とりを続けているのは西村英雄さん、た

だ一人。

当日は、西村さんから養蚕について学

んだ後、ダルマと呼ばれる「座繰器」を

使い、糸を取り出す様子を見学する。

座繰器の仕組みは、洗面器ほどの大き

さの鍋に湯を張り、その中に繭を入れ

て柔らかくして取り出した糸を、撚り

をかけながら木枠に巻き取っていくと

いうもの。湯の温度を一定に保つため

にプロパンガスを使う以外は、ほとんど昔ながらのやり方で、一人前に

なるには３年以上もかかる。

見学後に「糸とり体験」がある。やってみると、

思った以上に糸が細く、手からうまく離れな

いなど難しいが、ほとんどの人が夢中になっ

てしまうという。

（取材・高原）

主演に木村拓哉を迎えて、夢の映像
プロジェクトが実現！
空前のスケールで描く超弩級＆破格
のエンターテインメント大作、発進!!
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●場所：水口スポーツセンター ウェル・ビー（甲賀市水口町北内貴77）
●時間：10：00～14：00　●料金：入場無料
●問い合わせ：水口スポーツセンター ウェル・ビー/0748-63-1200
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●場所：びわ湖ホール 大ホール（大津市打出浜15 -1）
●開演：両日 11：00～、14：00～（開場は開演30分前）
●料金：大人1,000円　６歳～中学生 500円　※全席自由　●定員：各回100人
●備考：６歳未満の入場不可。託児サービス有り（要申し込み） 
●問い合わせ：びわ湖ホールチケットセンター/077- 523 -7136（10：00～19：00、火曜日休館）

●大津市玉野浦1-1　●TEL：0 7 7 - 5 4 7 - 2 2 5 5
●定休日：不定休　●駐車場：あり
●営業時間：ランチタイム  11：00～14：00
　　　　　 ティータイム  14：00～16：00
　　　　　 ディナータイム 18：00～22：00（L.O.21：00）

新鮮野菜●たっぷり！新鮮野菜●たっぷり！

●場所：西堀榮三郎記念 探検の殿堂（東近江市横溝町419）
●時間：9：30～17：00（入館は16：30まで）
●休館日：月曜日、祝日の翌日及び振り替え休日の翌日
●料金：高校生以上300円　小中生150円　東近江市民は無料
●問い合わせ：西堀榮三郎記念 探検の殿堂/074 9 - 45 - 0011

●場所：守山市民ホール 大ホール（守山市三宅町125）
●開演：15：00（開場14：30）
●料金：4,000円 ※前売券完売の場合、当日券なし。全席指定
●備考：未就学児の入場不可
●問い合わせ：守山市民ホール/077-583-2532

菜園レストラン
近江野菜の台所

●場所：銅鐸博物館（野洲市歴史民俗博物館） （野洲市辻町57-1）
●時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）　●休館日：月曜日、火曜日
●料金：参加無料 ※要入館料（大人200円 高大生150円 小中生100円 野洲市民は入館無料）
●問い合わせ：銅鐸博物館（野洲市歴史民俗博物館）/077- 5 8 7- 4410

●場所：ハーティセンター秦荘 エントランス（愛知郡愛荘町安孫子822）
●開演：14：00（開場13：30）　●料金：入場無料
●備考：アルミ缶やペットボトルのキャップ、使用済みの切手があれ
　　　 ば、入場料代わりとして持参の協力を。
●問い合わせ：ハーティセンター秦荘/074 9 - 3 7- 4110 

●会場：浅井歴史民俗資料館（長浜市大依町528）
●時間：10：30～ ●定員：20人程度（要事前申し込み）
●料金：参加無料
　　　 ※要入館料（大人300円、小中生150円）

●TEL：074 9 - 74-0101
●時間：9：00～17：00
●休館日：月曜日
　　　　 祝日の翌日 

陸上競技陸上競技＜女子＞＜女子＞
●１年100㍍/安達眞咲（粟津）
●２年100㍍/壹岐いちこ（田上）
●３年100㍍/河野里砂（守山北）
●200㍍/野口明日香（粟津）
●800㍍/上村英恵（仰木）
●1500㍍/堀居祐圭（今津）
●100㍍Ｈ/成宮澄（今津）
●低学年４×100㍍/粟津
　　　　　　　　　　 北澤千紗、安達眞咲
　　　　　　　　　　 中治早貴、田村美香

●４×100㍍/田上　斎藤若菜、井戸田彩
　　　　　　　　　　 小西那奈世、壹岐いちこ

●走高跳/川崎瑞記（安曇川）
●走幅跳/加藤伊織（能登川）
●砲丸投/清水麻衣（能登川）
●円盤投/横山菖子（瀬田北）
●四種競技/磯山真子（湖北）

陸上競技＜女子＞

●50自/西川翔（高島）
●100自/西川翔（高島）
●200自/谷健友（兄弟社）
●400自/谷健友（兄弟社）
●1500自/中村海渡（高島）
●100平/大塚陽平（高島）
●200平/大塚陽平（高島）
●100背/川部健太（米原）
●200背/川部健太（米原）
●100バタ/免恭平（八幡西）
●200バタ/下垣敦宏（県立守山）
●200個人/森時啓司（滋大付属）
●400個人/森時啓司（滋大付属）
●400ＭＲ/守山南　中山滉介、徳田圭悟
　　　　　　　　　　 小林颯平、橋本大幹

●400Ｒ/守山南　　中山滉介、徳田圭悟
　　　　　　　　　　 小林颯平、橋本大幹

水泳競技水泳競技＜男子＞＜男子＞水泳競技＜男子＞ 水泳競技水泳競技＜女子＞＜女子＞
●50自/榮永帆乃香（草津）
●100自/半澤由唯（粟津）
●200自/北村望（湖東）
●400自/池本千夏（水口）
●800自/西村真央（兄弟社）
●100平/三谷真由（八幡東）
●200平/井上胡桃（永源寺）
●100背/大久保安純（彦根東）
●200背/今西志帆（光泉）
●100バタ/永原実佳（兄弟社）
●200バタ/永原実佳（兄弟社）
●200個人/中川麻子（比叡山）
●400個人/中川麻子（比叡山）
●400ＭＲ/皇子山　伊藤麻夏、熊谷綾乃
　　　　　　　　　　 小野茜、山本実桜

●400Ｒ/兄弟社　澤田歩美香、 西村真央
　　　　　　　　　 山田菖、永原実佳

水泳競技＜女子＞

陸上競技陸上競技＜男子＞＜男子＞
●１年100㍍/西澤公希（長浜北）
●２年100㍍/長野エドワルド（玉園）
●３年100㍍/池上英德（八幡西）
●200㍍/中野泰誠（県立守山）
●400㍍/髙橋一生（安曇川）
●800㍍/山田大成（志賀）
●１年1500㍍/藤川昂暉（石部）
●1500㍍/坂口拓男（彦根中央）
●3000㍍/森篤広（葉山）　　　　　　　　　　
●110㍍Ｈ/島田悠暉（八幡）
●低学年４×100㍍/長浜北
　　　　　　　　　　近藤新、西澤公希
　　　　　　　　　　飯田健太、廣部和希

●４×100㍍/田上　山口元気、上原慎太
　　　　　　　　　　 西田尚輝、西川雄基

●走高跳/髙畑光司（朝桜）
●棒高跳/有山博都（城山）
●走幅跳/池内翔太（守山南）
●三段跳/甲斐田健（甲賀）
●砲丸投/本庄孝（大東）
●円盤投/寺田将大（マキノ）
●四種競技/荻野海翔（能登川）

陸上競技＜男子＞
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