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あ こ うの り昭和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 

3/14
（日）

3/20
（土）

3/13
（土）

草　津 Whiteday Gifted Program
第１回音楽会をつくろう 「大切なあなたへ」

一般公募による企画。0歳から年配の方まで楽しめるコ
ンサート！家族、友達、恋人など大切な人に贈りたいと
思う名曲や、聴いてほしい曲をセレクト！
●場所：県立草津文化芸術会館●時間：14：00（開場13：30）
●料金：一般3,000円(中学生以下1名同伴可)
　　　 青少年(25才以下)2,000円
　　　 3歳未満無料（保護者と同席）
●備考：託児有、要申込・当日受付可(託児室でも楽しいイベントあり）
●お問合せ：県立草津文化芸術会館/077-564-5815

エントランスコンサート パート３

～フルートハーモ二ー・しおん～
フルートのやさしい音色をお楽しみください！
●場所：五個荘町 てんびんの里文化学習センター
●時間：19：00（開場18：30）●料金：無料
●お問合せ：五個荘町 てんびんの里文化学習センター
　　　　　 0748-48-7100

野　洲3/20
（土）

近江富士登山と風景ハイキング
高さ432mの近江富士に挑戦！午前：近江富士登山、又は
周遊ハイキング。午後：クイズなどで楽しみながら「ほっ」
とする景色をハイキング。道中、名産品サービスもあり！
●集合時間：9：15～10：00（ＪＲ野洲駅南口前広場）
●料金：小学生以上１人 500円（参加費・保険料、当日支払）
●定員：500名（定員になり次第締め切り）
●持参品：弁当・水筒・タオルなど
●備考：ハイキングが出来る服装（登山靴や運動靴など）
●申込方法：電話受付/9：30～17：00（代表者の名前・住所・連
　　　　　 絡先・参加人数・登山または周遊の別をお知らせ下さい）
●お問合せ：野洲町観光案内所/077-587-3710

愛知川3/21
（日）

えちがわ寄席
落語教室あります
●場所：愛知川町立図書館 びんてまりの館（ゆうがくの郷）
●時間：14：00（開場13：30）●料金：無料
●対象：中学生以上●定員：先着120名、要申込
●申込方法：図書館カウンター又は電話で。
　　　　　 FAXの場合、名前・連絡先・参加人数を記入
●お問合せ：愛知川町立図書館 びんてまりの館/0749-42-4114

草　津3/27
（土）

「春休み 花のコンサート」
ギャラリー展示「滋賀の植物標本・写真展」に関連した
ミニコンサート。「花」「野ばら」など、草木や自然をテー
マにした曲を、フルート、オーボエ、ピアノで演奏！
●場所：県立琵琶湖博物館 館内アトリウム
●演奏：アンサンブル ヴィーヴォ
●時間：1回目13：00・2回目15：00
●料金：無料（展示の観覧は有料）
●お問合せ：県立琵琶湖博物館/077-568-4811

信　楽展示
長安陶俑の精華
汗血馬と美女の系譜をたずねて

3/16（火）～6/10（木）

栗　東 自然だいすきコース

「はじめての草木ぞめ」
●場所：栗東自然観察の森 園内
●時間：9:00～12:00●料金：300円
●持ち物：タオル、ハサミ、よごれてもよい服装
●備考：要予約、定員30名、小学3年生以下保護者同伴
●お問合せ：栗東自然観察の森/077-554-1313

彦　根 カスミサンショウウオの卵の観察
●観察場所：彦根市宮田町
●時間：9：00～12：00（集合/山田神社8：50）
●料金：小学生以上１人 100円（保険料）
●持ち物：筆記用具・雨具・あれば双眼鏡
●備考：ハイキングが出来る服装(寒くない服装）
●対象：子どもから大人まで。当日参加制
●お問合せ：野鳥の森ビジターセンター/0749-48-0121
　　　　　 上記留守の場合は以下へ
　　　　　 滋賀県自然観察指導者連絡会彦根愛犬支部
　　　　　 西沢一弘/0749-37-3552
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堅田・琵琶湖大橋14
大津市の堅田と守山を結ぶ橋として昭和39年に開通した琵琶湖大橋は、水面から
もっとも高いところで26.3ｍ。約8階建てのビルの高さに匹敵する。橋の最高部
からは、かつて水運と漁業で栄えた堅田湖族の郷が見渡せる。春のやわらかい光が
湖面や瓦葺の屋根に反射して美しい。歩行者や自転車なら無料で渡れる。道の駅「米
プラザ」に車を停めて歩くのがオススメ。

愛しいわが子を亡くした若い母親の
話です。彼女の名前はゴータミー。
ゴータミーは悲しさのあまり亡き子
を抱いたまま「誰かこの子を生き返
らせて」とつぶやきながら村をさま
よい歩きました。ゴータミーにはど
んな慰めの言葉も耳には入りません。
その時、旅しておられたお釈迦さま
が通りかかられました。お釈迦さま
だと分からないゴータミーは「この
子を生き返らせて」とうつろにつぶ
やきました。
お釈迦さまはやさしく「ゴータミーよ
お前の子供を生き返らせてあげよう」
と言われました。その瞬間、今まで
うつろだった彼女の瞳が輝きました。
「ただし、そのためには村を回って芥
子の実をもらってきなさい。まだ一
度も死人を出したことのない家から
のものだよ」とつけ加えられました。
ゴータミーは急いで村の家々を回り
ました。しかし、芥子の実は見つか
ったものの死人を出したことのない
家など一軒もありませんでした。あ

る家には、自分と同じように幼子を
亡くした母親もいました。　
夕闇がせまる頃、ゴータミーはお釈
迦さまのところへ戻ってきました。「芥
子の実は見つかったかね？」お釈迦
さまの問いに、ゴータミーは「いい
え、でも、みんな悲しみに耐えなが
ら生きているということは解りました」
そう言って、我が子を埋葬し、お釈
迦さまの弟子になったと言うことです。
この世の中を娑婆といいますが、こ
れは古代インドの言葉でサハー、た
え忍ぶところ（堪忍土）という意
味だそうです。

琵琶湖大橋から堅田方面を望む　　写真／㈱ヤマプラ・北中
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湖国ごちそう紀行湖国ごちそう紀行 西勝酒造

西勝酒造
近江八幡市仲屋町中21
TEL/0748-32-2054 FAX/0748-32-6336
営業時間/午前9：00～午後7：00

酒游舘
営業時間/午前10：30～午後5：00
定休日/火曜日

今回のごちそう紀行は「近江の酒蔵探訪」の第1回として
近江八幡市の西勝酒造を訪れました

近江八幡市
近江の酒蔵探訪①

おにぎりカフェ

（オールズ）
●草津市大路町10-5
　シャルマンコーポ草津1F
●tel：077-566-6376
●AM8:00～PM7:00
●定休日:月曜日

これまでITのI（Information）は
文字が中心と考えられていたが
伝達する情報量においては大き
な写真や動画に勝るものはない。
これらをストレス無く楽しむた
め、ブロードバンド接続は必然。
簡単でお得、常時接続・定額制も
大きな魅力。

このアンケートはネットを通じて
行っており、回答者の全員がネット
利用者。これを前提に考えると、17％
つまり6人に一人が画像送信をした
ことが無いというのは意外な気が
する。ウィンドウズＸＰ以上のソフ
トを使うと、画像の扱いは非常に簡
単。まだの方はぜひお試しあれ。

草津駅前シャルマンコーポ1Ｆの『Ｏｗｌｓ』
は滋賀県初のおにぎりカフェとして、昨年12
月オープンしたばかり。「おにぎりは日本人
にとって一番身近で飽きないもの。おいしい
おにぎりを食べて、満足した後はコーヒーを

飲んでゆっくりと…」
そんなオーナーの
夢が実現したお店。
おにぎりは単品（100
円～190円）で20種
類ほど。セットでも
単品でもすべてテ
イクアウトできる。
素材にこだわり米

は厳選された近江米、有明産の海苔、赤穂の
塩を使用。具は冷凍ものを一切使わず、焼き
鮭の身をほぐし、九州産の明太子の皮を取り
除き…と、ていねいに作る。
ランチセットは「Ａセット」580円。日替わり
おにぎり2種類（さくらえび・ごま・オオバ・
たくあん入りと、辛子高菜のおにぎり）、日

替わりおかず2品（エビフラ
イときんぴらごぼう）・味噌汁・
土山のおいしいお茶。Ｂセ
ット（680円）はおにぎり
を3種類選べる。いずれも
＋120円でコーヒー付。

今回食べた高菜おにぎりは、中に佐賀産・辛
子高菜がたっぷり入っていて、ピリッとする
のがおいしかった。　　　　　　　（取材・鋒山）
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長安（現在の西安）周辺から出土した人物俑
や動物俑の名品132点を通じて、古代中国の
人々が憧れた西方の汗血馬や美女達の系譜をたずねます。
●開館時間：10：00～17：00
●休館日：月曜日（祝日の場合翌日）
●入館料：大人1,000円、高・大生800円、小・中生300円
●お問合せ：MIHO MUSEUM/0748-82-3411

西勝酒造は280年以上続く老舗の蔵
元です。ご主人の西村一三さんに酒

造りについて
お話いただき
ました。
「昔から造り
酒屋は、多く
の文化人が集

うサロンの役割も果たしてきました。
酒蔵は米の花が文化と結びつく場で
もあります。
私どもの敷
地内にある
古い酒蔵を
改装した酒游舘では地酒や郷土料理
をご用意し、ゆっくりくつろいで頂
けるようにしています。ギャラリー
では展示やコンサートなども楽しん
でいただけます。
西勝の酒の原料は、近くの大中で育
てた有機米と鈴鹿山系の伏流水をく
み上げた井戸水。今の時代、その土
地でとれた原料だけを使った酒は
食文化の華として一層貴重だと思い
ます」。

　

「貴醸酒」は平安貴族も愛用した酒。
仕込みの過程で、仕込み水の代わり
に清酒を使用し、3年以上ねかせた
もの。年月を経た酒だけに琥珀色で
濃厚な甘みが特徴。日本酒というよ
りも紹興酒に似た風味があり、すっ
きりとしていて休日の午後に楽しむ
のにピッタリです。
「風花」は、「貴醸酒」のもろみを荒
ごしした冬季限定のにごり酒。口に
含むと、酵母菌が生きているためピ
リピリと舌を炭酸ガスが刺激します。
芳醇で爽やかな口当
りが特徴で、女性に
も大変人気があります。
「春かすみ」は貴醸
酒の新酒。大地から
顔を出した若竹のよ
うに柔らかな香り、口のなかで円く
広がる味わい…。「春かすみ」とい
うネーミングも心にくい。
「風花」、「春かすみ」は4月までの販
売なのでお早めに。　　　（取材・三澤）

※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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