
春の北びわこ周遊観光キャンペーン
乗り放題の周遊バスで楽々アクセス！
●運転日：4/29（祝）・5/1（土）・2（日）・3（祝）・4（休）・5日（祝）
　臨時列車の増発（北陸本線長浜～近江塩津駅間）
●周遊スポットを10台のバスが終日運行
●一日乗車券（おとな300円、こども150円）で当日に限り一日乗り
　放題。乗車券はバスの車内で販売しています（予約不要）
●車内で地元観光ボランティアが見所を詳しくご案内

ＳＬ北びわこ号が、湖北を走る（米原～木ノ本間）
●運転日：4/29（祝）・5/1（土）・3（祝）・5日（祝）
●運転区間：米原～木ノ本間（22.4キロ）　
●牽引機関車：Ｃ56（愛称：ポニー）
●運転本数：1日2本
●運転時刻：米原発（9：30）→木ノ本着（10：10）
　　　　　 米原発（13：01）→木ノ本着（13：57）
●必要な乗車券類

※（ 　）内は「こども」運賃・料金
※定期券ではご乗車になれません
●指定席発売方法：運転日の1カ月前の午前10時から全国の
　「みどりの窓口」などで発売します

区　間
米原～長浜
米原～木ノ本

普通運賃
190円（90円）
400円（200円）

指定席料金

510円（250円）

合　計
700円（340円）
910円（450円）
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ラーメン　

●大津市皇子が丘3-4-21●TEL：077-525-0903
●定休日：不定休
●営業時間：AM11:00～PM10:00

能登川町
大中の田園風景18

戦後の食糧不足を解消するため昭和32年から10年かけて埋め立てられた『大中の
湖干拓地』。当初は水田として計画されていましたが、現在はカブや大根などの野
菜や、メロン・スイカなどが主に栽培されています。伊庭内湖（いばないこ）へと
続く道路の左半分は田植えを待つ田んぼ、右手のグリーンは小麦らしい。写真中央
の少し左の低い山が荒神山で、その向こうが伊吹山。そして右手には、2001年5
月に起きた山火事の跡が生々しい繖山（きぬがさやま）が見える。

一面に広がる大中の田園風景　　写真／㈱ヤマプラ・北中
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  【お茶の話5回シリーズ】その③

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

冬のお茶席の暖房は「火入」と言
う小さな火鉢でとります。お客様
を接待する亭主はこの「火入」に
対しても細かな気配りをします。
灰は見た目に美しく、火を中心に
放射線状に盛り上げ、ここに炭を
置きます。
火を熾すのは簡単そうで難しい…
うまくいかないと、つい「灰が悪い」
「炭が古い」と、あれこれ言い訳を
し、自分の未熟さを他人のせいに
します。
どうしたらうまく火が点くか？…
それは「炭の気持ちが分かるよう
になること」です。
エッ！と思われるかも知れませんが
これは決して言葉の遊びなどでは
ありません。火が消える条件を取
り除き、火が点く条件を満たして
やれば火は喜び、赤々となります。
日常生活も同じこと。「社会が悪い、
会社が悪い、上司が悪い」とグチ
をこぼし、自分の性格を押し通し
てばかりではいけません。自分を
変えようとしなければ仕事はうま

くいきません。相手が嫌がる表現
をおさえ、喜ぶ言い方を心がけれ
ば味方が増え、信用が高まり、情
報も徳も集まります。言い方一つ
で世の中は変わります。
「茶の道」は「幸せへの道」でもあ
ります。
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今年はオリンピック開催の年。家電
メーカー各社とも、薄型テレビの販売
に力が入る。「持っている」が21％「欲
しい」が77％。メーカーの思い通り、需
要は極めて高く市場が豊かであるこ
とをアンケート結果は示している。
すでに42インチの薄型テレビを持つ
当編集室スタッフが言うには「これま
ではテレビをのぞいている感じだった
が薄型大画面にしてから、まるで自分
が画面の中にいるようだ。特にコンサ

ートや映画を見るのが最高！」と絶賛。
パソコンのディスプレイがブラウン
管から液晶に切り替わったスピード
を考えると、薄型テレビの普及は時間
の問題？
同じ発想をするなら、パソコンのディ
スプレイの値下がりは早かったので
あわてて買わないのが得策だろう。
もし買うなら新製品が発表される秋
だが、これではオリンピックに間に合
わないか？？？

to i 4to i 4to i 4to i 4to i 4to i 4to i 4滋賀県初の正規のフットサルコ
ート（40ｍ×20ｍ）が五個荘町
に完成しました。フットサルと
はバスケットと同じぐらいのコ
ートで、１チーム5人がプレイ
するミニサッカー。子どもや女性

も気軽にできるスポーツとして、今、注目
されています。

ここ「ジョイフットサルプラザ」のコー
トは全面人工芝。転んでも安心です。ナ
イター設備もあり夜11時まで営業されて
いるので、仕事帰りにも楽しめます。更
衣室やシャワーが無料で使えるのもうれ
しいサービス。
さらにプロトレーナーが指導するトレー
ニングルームもあり、選手を目指してい
る人にもおすすめです。
毎週水・金曜日は小学生対象にサッカー
スクールも開講中。また、チーム登録す
れば、格安でコートが利用でき、登録チ
ームとの練習試
合も可能です。
レベル別に大会
も開催されてい
ます。仲間を集
めて気軽にフッ
トサルを楽しんでみませんか？（取材・北中）
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神崎郡五個荘町下日吉1081
R8梁瀬交差点を能登川駅方面へ約1.5ｋｍ
TEL 0748-48-8181

JR西大津駅近く、ジャスコシティ
前にある『麺屋じゅっと
く（十徳）』。ここのラー
メンは基本的に3種類。
北海道の味噌を使った
「みそラーメン（680円）」、
背脂入りの「とんこつラ
ーメン（680円）」（背脂
とは豚ロース肉の上側にある脂身
のこと）、そして魚をダシにした醤
油ベースのラーメン（600円）。そ
れぞれにプラス150円でチャーシ
ューめんとしても食べられる。
みそラーメンはちぢれ麺、とんこ

つラーメンは極細堅麺、醤油ベー
スのラーメンは中細柔麺と、スー
プとの相性を考えて最良の麺を使
うのが『じゅっとく』のこだわり。
「チャーハン」や「餃子・ライス」
が「とんこつラーメン」とセット
になった定食（各880円）もあり、お
昼時はサラリーマンなどで賑わう。
今回は人気のチャーハン定食を注
文した。背脂入りのとんこつスー
プは、濃厚ながらも極細堅麺やゴ
マとの相性が良い。口当たりがあっ
さりしているので何杯でもいけそ
うだ。100円で替玉もできるのもう

れしい。チャーシュー
は厚目だが柔らかく
ておいしい。
「唐揚定食（950円）」
「豚キムチ定食（950
円）」も人気がある
とのこと。

（取材・北中）
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草　津 ふれあい水体験学習
水のよごれ調べ（パックテスト）
●場所：滋賀県立水環境科学館 水のプレイランド
●時間：14：00～●料金：無料
●備考：当日館内で受付（小学生以上対象、先着6組）
　　　 ※事前の予約も可能
●お問合せ：滋賀県立水環境科学館/077-567-2488
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大　津 志村ふくみの紬織り
一初期から現在まで一

近江八幡 池川茂 絵画展

※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

●期間：4/8（木）～14（水）
●場所：白雲館●時間：9：00～16：30●入館料：無料
●お問合せ：白雲館/0748-32-6181

蒲　生4/19
（月）

今年度4月からの新コーナー

洋画

太極拳は、心とからだを芯から癒します。体内のバラン
スを理想的な状態に保つことが出来ます。ダイエット
や美容をかねてどうですか？　講師：大山修生先生
●場所：蒲生町あかね文化センター 小ホール
●時間：10：00～12：00●料金：200円
●お問合せ：蒲生町あかね文化センター/0748-55-0207

毎月第3月曜 月曜の朝は太極拳で

彦　根4/22
（木）

宝塚歌劇団月組公演

ジャワの踊り子
●場所：ひこね市文化プラザ
　　　 グランドホール
●時間：14：00（開場13：30）
　　　 18：00（開場17：30）
●料金：全席指定 1階席6,500円
　　　 　　　　 2階席5,500円
●お問合せ：ひこね市文化プラザ
　　　　　　　　チケットセンター/0749-27-5200

愛知川

●期間：4/14（水）～5/10（月）
●場所：愛知川駅ギャラリー るーぶる愛知川
●時間：8：00～17：00●入場：無料
●備考：5月10日は12：00まで
●お問合せ：るーぶる愛知川/0749-42-8444

長谷川宏美展

日　野

4/17
（土）

展示

●期間：4/15（木）～5/1（土）
●場所：わたむきホール虹●時間：9：00～●入場：無料
●お問合せ：日野町町民会館わたむきホール虹/0748-53-3233

角田葉子 絵画展

日　野

花火ファンタジー！音と光のスペクタクルエンターテ
イメント。ブルーメの丘開園7周年を記念して、春の夜
空を約1,000発のスターマインで演出！お楽しみに！
●場所：ブルーメの丘●時間：19：00～
●入園料：大人800円、小人400円
●備考：雨天・強風中止。18:00以降も入園料は必要
●お問合せ：ブルーメの丘/0748-52-2611

ブルーメの丘 ７周年記念イベント

4/18
（日）

栗　東

●場所：栗東自然観察の森
●時間：9:00～12:00・15:00～16:00
●料金：10円/1個につき●備考：4/25(日)にも開催
●お問合せ：栗東自然観察の森/077-554-1313

ミニクラフト「えんぴつくん」

30数年以上にわたる志村さんの紬織りの
変遷をたどれる粒ぞろいの秀作！
●期間：4/10（土）～5/23（日）
●場所：滋賀県立近代美術館
●時間：9:30～17:00（入館は16:30まで）
●入館料：一般900円、高大生650円、小中生450円
●休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
●お問合せ：滋賀県立近代美術館/077-543-2111

つむぎ お

皇子山

ホテル紅葉

琵琶湖競艇場別所

近江神宮前
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皇子山
運動公園
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