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近江牛お食事処・喫茶 
●近江八幡市多賀町569 あきんどの里内
●tel：0748-31-2388●定休日：年末年始のみ
●営業時間：9：00～17：00（OS=16：30）

日野町・ブルーメの丘17
さわやかな春風とともに、今、滋賀農業公園・ブルーメの丘（日野町西大路）では
菜の花が満開です。ゆるやかな斜面一帯はまるで黄色いじゅうたんを敷き詰めたか
のよう…。ポカポカ陽気の晴れた日にはモンシロチョウが舞い、私たちに春の訪れ
を伝えてくれます。写真は早咲きの菜の花ですが、遅咲き分は4月中旬～5月上旬
が見頃だそうです。　　　　　 

ブルーメの丘は菜の花満開　　写真／㈱ヤマプラ・左近
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美のコミュニケーション

  【お茶の話5回シリーズ】その②

きたの　  そうどう

昭和13年

滋賀県生まれ

裏千家正教授

天津商科大学裏千家短期大学講師 

（社）茶道裏千家淡交会特別参事

（社）茶道裏千家淡交会滋賀支部幹事長 

守山市教育研究所運営委員長

現在、守山と京都にて茶道教室を開校

人は生まれた
ときから産湯
を使い、毎朝
顔を洗います。
そして命ある
限り美しくあ
りたいと願い

ます。美を求めることは人が生き
る事の本質だとも言えます。
実は、茶道の求めるところも、こ
の美にあります。「茶道は、美を軸
とした人間交流術」という言い方
が出来るかも知れません。
とかく、人間の気持は複雑なもの
です。だから、いきなりこれをぶ
っつけ合ってコミュニケーション
していくのは難しい。それゆえ、「美
一点」に接点を絞り、互いの美意
識をゆっくりと確かめ合いながら
コミュニケーションを深めていく
…これが茶道の目指すところです。
行儀作法のためにお茶を習うのが
間違っているとは言いませんが、
本来、目的とするところではあり
ません。

茶席では、道具、花、料理、建築、
立ち振る舞い…総てに美の会話が
あります。
花に求められる四つの清らかさ「四
清」は、「清き竹に」「清き水を注ぎ」
「清き花を」「清き心で生ける」こと。
言葉ではなく、花の美しさを介し
て亭主と客の心が交わされます。
茶の稽古は「美」の勉強であり、
美しい心を養うためのものと言っ
ても過言ではありません。
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大津市伊香立下在地町1223-1　TEL 077-598-2005
●開館時間／9：00～ 16：00
●休館日／月・火曜日、祝日、年末年始
●入館料／無料

最近、まちの電気屋さんをのぞいて
みると、ビデオデッキの売り場はす
っかりＤＶＤレコーダーにとって代わ
られた感がある。
ＤＶＤレコーダーの魅力は「頭出し」
や「早送り」が一瞬で可能、予約などの
操作がいたって簡単などか。ハード
ディスク（ＨＤＤ）タイプなら300～
400時間録画できる点も魅力的。し

かもＨＤＤを搭載したモデルでも10
万円ぐらい、旧型でＤＶＤのみの録
画再生機なら3万円ぐらいからある。
これらから高機能＆低価格で、さら
に普及に拍車がかかりそうだ。
アンケートの結果も約1/3が「持っ
ている」と答え（左のグラフ）、「欲し
い」は6割（右のグラフ）。これから
の動向がうかがえる。
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新　旭 新旭町菜の花まつり
風車村公園近くの田畑一面に春を告げる菜の花が黄色
い絨毯を敷き詰めたように咲き乱れます。
11日・18日は盛りだくさんのイベントも同時開催！ 
●場所：新旭風車村・周辺
●時間：10：00～
●お問合せ：新旭町産業振興課/0740-25-8126

蒲　生 音楽の散歩道
午前中のすがすがしい時間、散歩に出かけるように、音
楽でリフレッシュしてみませんか？
●場所：蒲生町あかね文化センター
●時間：10：00～11：15
●料金：200円(お茶代)
●お問合せ：蒲生町あかね文化センター/0748-55-0207

大　津 三井寺・夜桜と光のコンサート
出演：jimama（ジママ）
●場所：三井寺観音堂観月舞台・展望広場
●時間：18:40～20:20
●料金：無料
●お問合せ：園城寺（三井寺）
　　　　　 077-522-2238

「湖東三辺の道」「あるいてまいろう」多賀三社参り
●集合場所：近江鉄道多賀大社前駅
●集合時間：9：45（解散15：00）
●料金：無料
●備考：小雨決行
●お問合せ：多賀町観光協会/0749-48-2361
　　　　　 多賀町役場企画課/0749-48-8122
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近江歴史回廊を歩く

大　津4/3
（土） 金井信之プロデュｰスシリーズ Vol.3

木管アンサンブル演奏会
●場所：フィガロホール
●時間：19:00（開場18:30）
●料金：全席指定 前売3,500円
　　　 　　　　 当日4,000円
●お問合せ：フィガロホール/077-522-3106

なにわ《オーケストラル》ウインズ

彦　根 彦根城桜まつり

近江八幡 八幡公園桜祭り
4/3前夜祭 18：00～20：30　4/4本祭 11：00～15：00
ミニコンサート、琴演奏、大道芸、お茶会、各模擬店
特産品の販売など
●場所：八幡公園
●時間：4/3前夜祭 18：00～20：30
　　　 4/4本  祭 11：00～15：00
●お問合せ：観光物産協会/0748-32-7003

石　部4/11
（日）

さくらフェスティバル in AMEYAMA
模擬店、大道芸、石部太鼓等があります！
●場所：雨山文化運動公園
●時間：10：00～15：00
●料金：無料
●お問合せ：石部町観光協会/0748-77-7031

大　津4/18
（日）

ヒューマニティーフォーラム21＜4th＞

内容：講演「永住外国人の社会参加」・パネルディスカッ
ション「拉致・脱北難民報道に見る人権意識」・一人芝居
「在日三代史・ありのままの自分を愛する」
●場所：ピアザ淡海 2階 ピアザホール
●時間：13：00～17：00
●料金：無料
●定員：400名
●お問合せ：近江渡来人倶楽部 事務局/077-526-2929

～多文化共生時代の日本社会と在日コリアン～

大津市の西北部に位置する
伊香立は雄大な山野や清流
に抱かれた自然がいっぱい
のところです。3月 1日、
ここに「香の里史料館」が
オープンしました。

農村の暮らしを残し、後世に伝えるため
にと、伊香立学区自治連合会が建設した
ものです。
1 階には昭和中
期の民家が再現
され、一瞬本物
かと思うような
人形が展示して
あります。2 階
には、昔の教室
を模した研修室があり、会議などで使用
できるようになっています。また伊香立

で発掘されたナ
ウマンゾウの化
石や昔の農機具、
生活用品、教科
書なども展示さ
れています。こ

れら約220点の展示品は住民が実際に使
っていたものが集められました。
来館した者を案内していただくのは事務

室の辻千代枝さん。結婚し
てからずーっと伊香立に住
んでおられる辻さんが、お
だやかな口調で展示を詳し
く説明してくださいます。
大人にとっては懐かしく、子

供たちにとって新鮮なこの史料館は、郷
土の歴史を学ぶだけでなく、心を静かに
落ち着かせる安らぎの場でもあるようです。
伊香立の自然と歴史を感じに、皆さんも
ぜひ出かけてみて
はいかがでしょうか。
　　　　（取材・北中）
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草　津 体験学習の日

●場所：琵琶湖博物館
●時間：13:30～15:00
●料金：無料
●定員：30名（当日先着）
●対象：小中学生対象
●備考：小学4年生以下は保護者同伴
●お問合せ：琵琶湖博物館/077-568-4811

「丸子船のペーパークラフトをつくろう」

※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。

※価格は全て税込みです

桜まつりの期間中、桜場駐車場周辺では、ライトアップ
された夜桜見物も楽しめます。（ライトアップは、日没
から21：30まで）城内を桜色に染める花々が、ぼんぼり
の明かりに映える風情は格別！

●会場：彦根城一帯
●時間：19:00（開場18:30）
●備考：桜の開花状況に合わせて
　　  　期間は変更されることが
　　  　有ります
●お問合せ：彦根観光協会
　　　　　 0749-23-0001
　　　　　 彦根観光課
　　　　　 0749-22-1411
　　　　　 （内線333）

近江牛をお手軽な価格で味わえる
「千里庵」は、近江八幡の食文化や
伝統工芸に触れることの出来る「あ
きんどの里」の一角にある。近く
の八幡堀でドラマの撮影などがあ
ると、千里庵を利
用する芸能人も
多いらしく、店
内にはたくさん
のサインが飾ら
れている。

今回いただいたのは、近江牛すき
やき定食1,470円。人気の定食
でつきだし1種、味噌汁付き。
お肉はやわらかく、噛むと甘
みが口に広がる。シジミの味
噌汁も素朴でおいしい。
このほかランチは「近江牛特
上陶板焼きステーキ定食
2,730円」「近江牛しゃぶしゃ
ぶ定食1,575円」「近江牛特

製カレー945円」「近江牛煮込みハ
ンバーグ定食1,155円」など近江
牛を使ったものが、お手軽価格で
食べられるのがうれしい。（取材・坂梨）
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