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●見る・触れる・味わう…魚と遊べるパラダイス ●昭和46年開設・関西ボート競技のメッカ　 ●中間点のこのあたりだけが草津市 ●瀬田川を右手に南下 ●堰の上部は県道。橋の下流側に水門の一部が見える ●ここを過ぎると高低差7mの平津峠 ●紫式部が源氏物語の構想を練ったと伝えられる「源氏の間」が有名 ●全長1,290m。一日の平均通行量は約36,000台 ●例年このあたりで吹く比良山系からの風が選手のスタミナを奪う
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（八日市市立図書館2Ｆ）
八日市市金屋2丁目6番25号　
TEL：0748-24-1515 FAX：0748-24-1323
●開館時間／10:00～18:00
●休館日／月・火曜日
　祝日(火曜日が祝日の場合はその翌日)
　(成人の日、体育の日の翌々 日)
　月末整理日(毎月第4金曜日)
　年末年始(12月28日～1月5日)

幸せと不幸せ 

  【仏教説話5回シリーズ】その③
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日本の図書館10傑にも
選ばれている八日市図
書館。2階にある「風
倒木」コーナーでは、い
くつかのユニークな取
り組みをされています。

「コーヒーコーナー」と「ぶっくる」は図書館
登録者に限らず、どなたでも利用できます。居
心地のいい素敵な空間「風倒木」。ぜひ利用
してみませんか。　　　　　　　　　　（取材・川上）

ふう

私（40代男性）の場合、義理でも
いただいたチョコのお返しとし
て必ずプレゼントします。たい
そうなモノを贈ると変に勘ぐら
れるし、何を渡すかは悩むところ。
このアンケート、もしバレンタ
インとホワイトデーの日が逆な
ら、結果はどうなっていただろう？

私（20代女性）の場合、義理で贈
ったお返しに何をいただけるか
興味シンシン。いつもはコワイ
上司が意外と可愛いプレゼント
をくれたり…。でも想いを寄せ
る彼からのプレゼントは、みん
なと一緒じゃイヤ。私だけのプ
レゼントを待ってまーす。

昭和 32年、熊本

県生まれ。 

浄土真宗本願寺派

（西本願寺）滋賀

教区 彦根組 龍泉寺住職。本願寺派 布教

使。本願寺八幡別院・滋賀教区教務所勤務 

3/11
（木）

3/7
（日）

近江八幡 リクオ・オン・グランドピアノ
グランドピアノでリクオのメロウ＆グルーヴィーなプレイ
を堪能してください！
●場所：酒游舘●時間：19：00（開場18：30）
●料金：前売2,800円 当日3,300円（ドリンク付）
●お問合せ：酒游舘/0748-32-2054

3/13
（土）

3/13
（土）

3/14
（日）

栗　東 新作さきら子どもミュージカル
ふしぎな馬-ヒヒンと鳴けば時間が止まる！？-

子ども達の一生懸命がステ－ジにあふれる感動の舞台！
●場所：栗東芸術文化会館さきら 大ホ－ル
●時間：3/13（土）18：00（開場17：30）
　　　 3/14（日）14：00（開場13：30）
●料金：全席指定 一般2,500円
　　　 中学生以下1,000円
●備考：3歳から入場可
●お問合せ：栗東芸術文化会館さきら
　　　　　 077-551-1455

彦　根 講座「刀を学ぶ」 講師：学芸員 水谷千恵
●場所：彦根城博物館 講堂●時間：14：00～
●料金：無料●備考：聴講無料・事前申込必要なし
●お問合せ：彦根城博物館/0749-22-6100

長浜市制60周年記念 オペラdeながはま
関西歌劇団 「オペラにきゃんせ!」

5/16（日）の市民による創作オペラを前に、オペラ名場面集
が楽しめます！第1部：世界オペラ旅行 第2部：みんなで歌
おうオペラ 第3部：椿姫ハイライト
特別出演：長浜少年少女合唱団「輝らりキッズ」
●場所：長浜市民会館 大ホール
●時間：13：30（開場13：00）
●料金：一般1,000円(当日1,200円)
　　　 中学生以下500円(600円)
●お問合せ：実行委員会事務局(長浜市市民主役課)
　　　　　 0749-65-6505

3/14
（日）

安曇川 安曇川町歴史ウォーキング
～中世の山城 田中城跡をたずねて～

一般向き約10km！お楽しみ抽選会もあります
●集合・受付：JR安曇川駅●時間：9：00～17：00
●料金：無料（昼食代1,000円）
●備考：定員/150人、要予約、雨天決行予定
●持ち物：水筒・敷物・雨具等は各自で持参
●お問合せ：湖西夢ふるさとワイワイ倶楽部/0740-22-3181

大　津

近江八幡

4/10
（土）

西日本独占公演！こんにちは、母さん
母には恋人が来た。息子にはリストラが来た。
作・演出：永井愛 出演：加藤治子・平田満・西本裕行
●場所：びわ湖ホール 中ホール
●時間：14:00（開場13：30）
●料金：全席指定（税込価格） S席4,500円、A席3,500円
●備考：6歳未満のお子様入場不可　　　　　　　　　
　※公演当日に残席がある場合に限り、青少年（25歳未
　満）の方には、半額で当日券を販売（学生証等提示要）
●お問合せ：びわ湖ホール/077-523-7136

大好評の船頭体験！ベテラン船頭の指導のもと和船を漕
げます！その後は水郷めぐり！昼食は、湖魚の佃煮等と
かまどに「ヨシ」をくべて炊き上げたご飯としじみ汁。
●場所：まるやま水郷めぐり観光乗船場
●時間：10：30～15：00 
●料金：1,000円
●備考：要予約
●お問合せ：まるやま水郷めぐり観光/0748-32-2333

4/11
（日）

せんなり亭 近江肉 
●長浜市元浜町11-32●tel：0749-62-0329
●11:00～22:00
  （OS=20:30　14：30～17：30準備中)
  ランチ/11:00～14:30
●定休日:火曜日

草津・烏丸半島13
草津市志那町の湖岸。ユリカモメやカモなど多くの水鳥が羽を休める。ここは冬の
使者コハクチョウ飛来地の国内最南限であるが、そろそろ彼らも旅立ちの準備をして
いるのだろうか。中央、鳥が飛んでいるすぐ下に見えるのは冠雪した比良山。左にあ
る山々で一番高いのが比叡山。コハクチョウが舞い降りる姿は実に優雅。

長浜・黒壁ガラス館の近くにある
「せんなり亭近江肉・橙」は、近江
肉の専門料理店として2003年8月
にオープンした。間接照明を巧み
に使った和風モダンの内装がとて
もおしゃれだ。店内は平日でも観

光客や地元の人で賑わっている。
肉鉄火丼御膳（1,300円）は値段
も手ごろでお昼の人気メニューの
ひとつ。せんなり亭特製のダシし
ょうゆを山芋とろろに混ぜ、近江牛
のたたきとホクホクの湖北米コシ
ヒカリの上にかけていただく。噛
みしめれば噛みしめるほど肉の甘
みがじわっと出てきて実に旨い。
たたきは鮮度が命だそうだ。おし
ゃべりに興じることなく、風味の
変わらないうちに味わいたい。お
昼は他に近江肉すき焼き鍋（1,500
円）や近江牛のサイコロステーキ
がメインの松花堂弁当（3,300円）
なども人気だ。　　　　（取材・北中）

展示 テディベアとクラフト展
・県立長浜文化芸術会館　3/7（日）まで
・県立八日市文化芸術会館　3/13（土）～3/28（日）
編みぐるみ、刺繍、パッチワーク等のクラフト作品とテ
ディベアが一緒になって、素敵な空間が広がっています！
●時間：9：00～17：00●料金：無料●備考：月曜休館
●お問合せ：県立長浜文化芸術会館/0749-63-7400
　　　　　 県立八日市文化芸術会館/0748-23-6862

滋賀の植物標本・写真展

村瀬忠義 植物コレクション
琵琶湖博物館 3/9（火）～4/4（日）
●場所：琵琶湖博物館 企画展示室
●開館時間：9：30～17：00（入館は16：30）
●料金：常設展示の観覧券（大人500円・高大学生400円・小
　　　　中学生250円）が必要
●お問合せ：琵琶湖博物館/077-568-4811

無農薬の豆を使ったドリップ
コーヒーが一杯100円で楽し
めます。さらにウレシイのは
近隣の陶芸家のカップを自分
の好みで選べること。毎回
違った雰囲気が楽しめます。

不要になった雑誌や本が20
円から50円で販売されてい
ます。常時6,000冊が置かれ
ており、最新のものでなけれ
ば、お気に入りの本が格安で
手に入ります。

自然をテーマにした絵や
写真が約300点そろえら
れており、額と一緒に1
人1点1ヶ月間無料で借
りられます。アートが身
近にわが家で楽しめます。

インドの昔話です。昔あるところに
働き者の若者が住んでいました。
一生懸命働いてお金を貯め、家を
建てました。それから、町で知り
合った大そう美しい娘と結婚する
ことになりました。結婚式の日
家で待っていると娘がやっ
てきました。喜んで迎え
ると、後ろに同じよう
な年のみすぼらしい娘
が付いて来ています。
誰かと訪ねると、「この
娘は私の双子の妹です」
と答えました。　
結婚式が済み、若者が遅
くなるといけないから妹を
送っていこうと言うと、姉は「妹
は今夜、泊まります」と言いました。
次の日も妹を送っていこうと言う
と、姉がまた「妹は今日も泊まり
ます」と答えました。次の日も次
の日も、妹は家を出て行こうとし
ません。　
困った若者は、妹はいつまでこの
家にいるつもりだと尋ねると「私
たちは双子の姉妹ですから、これ
からもずっと一緒です」と姉が答
えました。これは大変だと思った
若者は無理やり妹を追い出してし
まいました。

姉は悲しい顔で「妹がここにいる
ことができないのなら私もここを
出て行きます」と言いました。　
あわてた若者が訳を尋ねました。
すると「実は私たちには、もう一
つの名前があります。私は『幸せ』
妹は『不幸せ』と言います」と
答え、家を出て行きました。
　
「幸せ」と「不幸せ」は双
子の姉妹だったのです。
大きな「幸せ」を手に入
れることは、それと同じ
だけの「不幸せ」も覚悟
しておかなければならない
というお話です。

「幸せ」という字は一つ欠けると
「辛い」という字になります。逆に
辛い事は一つ乗り越えると幸せが
見えて来るということでしょうか。

烏丸半島からの眺め　　写真／㈱ヤマプラ・北中

野生動物、原発、水、
ごみ問題などをテー
マとした本や雑誌が
約2,000 冊余り。難
しい内容の本ばかり
でなく、美しい自然
の写真集などもあり
見ているだけで心が
和みます。

とうぼく 船頭体験＆水郷めぐり

※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。

→1面に関連記事


