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寿司・四季料理 

寿司・四季料理
●守山市播磨田町308-2●tel：077-583-2189
●AM11:00～PM2:00（OS=PM1:30)
  PM5:30～PM10:00（OS=PM9:30)
●定休日:月曜日●P有り

ページ心の

あしながおじさん

  【全10回シリーズ】その⑦

さかいたかゆき

大津・三井寺7
三井寺（長等山園城寺）観音堂前の広場から大津の街が一望できる。左端、林の向
こうに見える高層ビルのあたりが西大津。中央が浜大津。空気が澄んだ日は、対岸
に三上山が見えることもある。そして、右端が大津赤十字病院のある長等あたり。

三井寺からの眺め　　写真／㈱ヤマプラ・北中

（取材・川上）

★
※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。
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大　津 『だれか、来る』
海に面した入り江にたった一軒たたずむ古い屋敷。世間
から逃れてきた男と女。そこに若い男が登場する…。
作：ヨン・フォッセ/演出：太田省吾
出演：品川徹、荻野目慶子、綱島郷太郎
●場所：びわ湖ホール 中ホール
●時間：1/24（土）16:00（開場15：30）
　　　 1/25（日）14:00（開場13：30）
●料金：一般：3,000円・青少年（25歳未満）2,000円
●備考：※6歳未満のお子様はご入場不可
●お問合せ：びわ湖ホール　チケットセンター/077-523-7136

大　津 わくわくサイエンス
科学工作「糸電話を作ろう」

●場所：大津市科学館 展示ホール
●時間：13:10～13:30
●料金：無料（ホール入場料100円が必要）
●お問合せ：大津市科学館（生涯学習センター内）/077-522-1907

大　津 VIVA CONTRABASS
HIROSHI IKEMATSU

コントラバスのイメージを鮮やかに塗り替えたＮＨＫ交響楽
団首席奏者、池松宏が、ＣＭ音楽でも話題の天才作曲家、中川
俊郎をピアノに迎え、びわ湖ホールに小粋な風を巻き起こす
出演：池松宏（コントラバス）、中川俊郎（ピアノ）
●場所：びわ湖ホール 小ホール
●時間：14:00（開場13：30）
●料金：一般3,500円・青少年（25歳未満）2,500円
●備考：※6歳未満のお子様は入場不可
●お問合せ：びわ湖ホール チケットセンター/077-523-7136

山　東 満尾拓人～バリトンリサイタル～
Ｆ．シューベルト「ます」、「菩提樹」/成田為三「浜辺の歌」/山
田耕筰「この道」など、なじみのある曲を中心に、クラシック
の魅力をたっぷりと豊かな表現力でお届けします！
出演:満尾拓人（バリトン）、井之元加奈（ピアノ）
●場所：ルッチプラザ ベルホール310
●時間：15：00（開場14：30）
●料金：全席自由 1，000円
●お問合せ：ルッチプラザ（山東町立町民交流プラザ）
　　　　　　　 /0749-55-4550

草　津 お正月の遊びを楽しもう
お正月の遊びを楽しもう！
●場所：琵琶湖博物館
●時間：13:30～15:00
●料金：観覧料必要
●備考：先着30名（事前申込不要）・対象/小中学生
　　　 ※小学4年生以下保護者同伴
●お問合せ：琵琶湖博物館/077-568-4811

八日市 第21回バレエ教室発表会
「八日市文芸ジュニアバレエシアター」

演目：「お菓子の世界」、「バレエコンサートⅠ」、「バレエ
ファンタジー」、「バレエコンサートⅡ」
●場所：八日市文化芸術会館
●時間：15：00（開場14：30）
●料金：無料
●お問合せ：八日市文化芸術会館/0748-23-6862

大　津 外国絵本の読み聞かせ
「外国絵本の読み聞かせの会・としょかんおはなしチー
ム」による原書絵本をつかったおはなし会
●場所：大津市立図書館1階 ちびっこコーナー
●時間：14:00～14:30
●料金：無料
●備考：先着30名（事前申込不要）・対象/幼児・児童
●お問合せ：大津市立図書館/077-526-4600

長　浜 淡海青少年劇場 津軽三味線セミナー
第1部：日本民謡京極流社中による解説付き演奏と体験！
第2部：女性津軽三味線ユニット「来世楽」ミニコンサート
出演：日本民謡京極流社中、女性津軽三味線ユニット「来世楽」
●場所：県立長浜文化芸術会館
●時間：14:00（開場13：30）
●料金：500円
●備考：体験コーナー参加者は応募多数のため締切りました
●お問合せ：長浜文化芸術会館/0749-63-7400

朽　木 冬の森で遊ぼう
雪合戦、かまくら、雪だるま・・・！まっ白な森の中で思
いっきり雪遊びを体験しよう！
●場所：朽木いきものふれあいの里センター
●時間：10:00～12:00頃
●料金：無料
●備考：先着100名（年齢不問）
●持ち物：手袋、防寒（できれば防水仕様）、長靴、帽子
　タオル、筆記用具、着替え、水筒（暖かい飲み物）
●予約受付：1月27日（火）まで
●お問合せ：朽木いきものふれあいの里センター/0740-38-3110

栗　東 「オーケストラとあそぼ」vol.3
こども・親子・家族のためのクラシックコンサート！
気軽に楽しめます！
●場所：栗東芸術文化会館さきら 大ホール
●時間：15：00（開場14：30）
●料金：一般/S席3,000円、A席2,500円
　　　 友の会/S席2,700円、A席2,250円
　　　 S・A席共通特別料金/1,000円
●備考：特別料金（学生、65歳以上・要証明書）は、さきら
　　　 平和堂のみ取扱い
●お問合せ：栗東芸術文化会館さきら/077-551-1455

マキノ マキノ ウィンター フェスティバル 2004
マキノ雪の祭典!大ビンゴ大会、雪上チュービングレー
ス、ミニライブ、スキー＆スノーボードスクール、雪上
花火大会などイベントが盛りだくさん！
●場所：国境スキー場
●時間：12：00～18：00頃
●料金：無料（車で来場の方は駐車料金が必要）
●備考：イベント参加は当日現地受付、先着順
●お問合せ：（社）マキノ町観光協会/0740-28-1188
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神崎郡永源寺町和南1572-2

●営業時間／11：00～14：00
●定休日／水曜日
●お問合せ／0748-27-1111
※お料理は予約しておいた方がベター

昨年11月にオープ
ンした「田舎の親
戚・香想庵」は築
160年の萱葺きの家
を改装した古くて新
しい？お食事処。

永源寺が近く、山々に囲まれた店
内にはどこか懐かしい香りが漂い
ます。
いただいた「もみじ定食」は
・かまどで炊いたごはん
・具だくさんのおみそ汁
・鹿肉のつみれ・でんがく
・香の物　など
さらにお抹茶もつ
いて900円。
定食の内容は季節
に応じて多少変わ
るとのこと。他にい
わなの山椒煮、鹿
のステーキ、もみじ鍋（鹿肉と水菜
の鍋）もあります。
「毎日食べているゴハンとは一味違
い、スローライフを楽しむとはこ
ういうことだなぁ」と実感できま
す。不思議なほどにゆったりと過
ごせる、とっても素敵な空間です。
「田舎の親戚」で、たまには日頃
の忙しさを忘れ、ほっこり、ゆっ
たりはいいもの。

私は3歳から大人になるまで訓盲学
院で育てられた。人は私の生い立
ちを知ると気の毒に思ってくれる。
確かに私自身も「目が見えないこと」
「迎えに来てくれる家族が無いこと」
「笛を買う金が無いこと」「足が短い
こと」を、不幸だと思ったことが
あった。しかし、大人になって私
は随分恵まれていると気がついた。
まず、終戦後、食糧難の時代に衣
食住の心配をせずに過ごすことが
出来た。クリスマスには米軍兵や
アメリカンスクールの子供達がお
菓子やおもちゃをもって来てくれた。
私にとっては母親だった先生から
毎晩ワクワクしながら本を読んで
もらった。学校のハーモニカバン
ドのメンバーとして、あちらこち
らに演奏旅行をさせてもらった。
そして、苦しい程に欲しかったフ
ルートを初めて手にしたのも学院
だった。未だ名前は明かされてい
ないが、僕にフルートを贈ってく
ださった人は、たぶん担任の先生
とその他数名の先生だったと思う。
最近、「坂井さんの笛の音はあたた
かいですね」と言われる時、いつ
も私のそばで見守っていてくださ
った、あの頃の人々のことを想い

出す。こんな風に私の周りには何
人ものあしながおじさんがいた。
だから、その人達のあたたかい心
を笛の音にのせ、今度は自分があ
しながおじさんになりたいと思う。
ありがたいことに、大人になって
からも、いろいろなあしながおじ
さんが現れ、私や家族をあたたか
く包んでくれる。

（中主町在住）

昭和21年東京生まれ。2歳のとき病気にて

失明。フルートとの出会いは高校2年。新

井力夫氏に師事。昭和45年、全国盲学生

音楽コンクールにて優勝。以後、仲間と共

にコンサート活動を行う。フルートの他、リ

コーダー、オカリーナ、ケーナ、しの笛を演奏。

現在、マッサージ、はり業のかたわら、種々

の集まりでお話と笛の演奏活動を行う。盲

人用パソコンソフトを駆使してメール交換

を楽しむ。

祝

守山の琵琶湖大橋取り付け道路沿
いにある寿司・四季料理の店「千」。
玄関を開けると威勢のイイ声で迎
えてくれて、店内はとても明るい。
お昼のおすすめランチは『寿司ラ
ンチ』。トロ･サーモン･たこ･タイ･

うなぎのニギリと梅のノリ巻き
イクラか甘エビどちらかの軍艦巻き
さらに茶碗蒸し・赤出し・てんぷら・
サラダ・デザート付きで1,800円。
ネタは新鮮、豪華でおトク。ホタ
テののったサラダには大将手づく
りのバジルのソースと、ポン酢とマ
ヨネーズ風味の2種類のドレッシン
グがかかっていて、細かなこだわり
が感じられる。また、お寿司屋さん
なのに月替わりのデザートがつい
ているのも◎。今回はイチゴのタ
ルト。ランチは他に1,000円の千
ランチもある。カジュアルなのに本
格的。次は夜に出かけたくなること

間違いなしだ。
　　　 　　（取材・羽賀）
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