
「春の近江八幡」をテーマに、デジタルカメラとカ
メラ付携帯電話の写真コンテストを行います。近
江八幡であれば題材は問いませんが、今年撮影に
限ります。楽しい作品をお待ちしています。

毎日新聞のご購読お申し込みは

【Oh!Me】

写真コンテスト作品募集
春の近江八幡を撮ろ春の近江八幡を撮ろう！春の近江八幡を撮ろう！

新卒 社員

募集
わが家のペット自慢
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土山町・頓宮大茶園21
近江茶の一大産地として有名な土山。栽培面積、生産額とも滋賀県一を誇る。写真
は頓宮大茶園。国道1号線から少し北側に入ると小高い丘陵地一面に茶畑が広がる。
立春から数えて八十八夜の5月1日は、春から夏へと季節が変わる節目で、昔から
「別れ霜」とも言われ茶摘の目安とされている。近くにある道の駅「あいの土山」
では土山茶の無料サービスや抹茶アイスクリームの販売も行っている。

　　写真／㈱ヤマプラ・北中

日　野

大道芸 パフォーマンスカーニバル
大道芸パフォーマ－が園内3ケ所でとっておきの技を
披露！また、各ポイントを周遊する「クイズ＆スタンプ
ラリー」に参加して素敵な商品をゲットしよう！
出演：ブッチリード（5/3）・桜小路富士丸（5/4）
　　 池田たかし（5/5）
●場所：村のエリアなど園内3カ所●時間：11：00～
●料金：入園料のみ必要（大人800円 小人400円）
●備考：出演者が変更になる場合があります
●お問合せ：滋賀農業公園 ブルーメの丘/0748-52-2611

安土城考古博物館（安土）

春季特別展春季特別展 招待券招待券春季特別展 招待券

クリエテ関西
ルッチプラザ（山東）

滋賀特集滋賀特集

治療薬マニュアル 2004
関顕 医学書院 ¥5,250

井上建築関係法令集 平成16年度版
建築法令研究会 井上書院 ¥2,835
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紀伊国屋書店 大津店調べ

新・人間革命 第12巻
池田大作 聖教新聞社  ¥1,300

1級舗装施工試験 完全攻略
森野安信 オーム社 ¥3,150

大道を歩む 4
池田大作 毎日新聞社 ¥1,700

春の祭典

5/1
（土）

5/3
（祝）

5/3
（祝）

5/5
（祝）

高　月 赤木かん子氏講演会
読み聞かせの心得

子どもと絵本の関係、アダルトチルドレン（心の傷を受
けて育った人々）と物語、といったテーマに取り組む赤
木かん子さんの、私たちの心に深く関わるお話。
●場所：高月町中央公民館
●時間：14：00～16：00●料金：無料
●お問合せ：高月町立図書館/0749-85-4600

5/1
（土）

5/16
（日）

彦　根 ボディーソニック ミニドームシアター
高層ビル26回の高さから急降下するジェットコースター
の音と映像の迫力に君はたえられるか？
●場所：ビバシティ彦根 1階センタープラザ
●時間：10：00～20：00
●料金：ビバシティ全館にて、当日お買い上げレシート1,000円毎
　　　　に、お一人様1回無料にてご入場いただけます
●備考：13：00～13：30と17：00～17：30は機械休憩のため休み
●お問合せ：ビバシティ彦根/0749-27-5170

5/6
（木）

5/20
（木）

八日市 工房Troll作品展
-手仕事による銀細工たち-

手仕事により表現される、作家の個性
あふれる銀のジュエリー！
●場所：八日市市立図書館
●時間：10：00～18：00
　　　 (最終日は17：00まで)
●料金：無料●お問合せ：八日市市立図書館/0748-24-1515

栗　東 びわこフィルハーモニーオーケストラ

結成から1年！記念すべき演奏会です。指揮：有馬純昭
ベートーヴェン/交響曲第1番ハ長調
　　　　　　　 交響曲第3番変ホ長調「英雄」
●場所：栗東芸術文化会館さきら 大ホール
●時間：14:00（開場13：30）●料金：全席自由 500円
●お問合せ：びわこフィルハーモニーオーケストラ
　　　　　 090-3518-1260 橋場まで

5/3
（祝）

高　島 キッズコンサート
ちょっと早いこどもの日の楽しい音楽会！ギター演奏
です。曲目：世界に一つだけの花 他
●場所：ガリバー青少年旅行村内
●時間：11：00～／14：00～●料金：無料
●お問合せ：高島町役場 企画振興課/0740－36－2001

滋賀ガイドでクリック…。
まるでアルバムをめくるかのように
写真がお楽しみいただけます

青い空、たなびく白い雲、黄色

い菜の花。色とりどりで散歩す

るのが楽しい季節になりました。

こんな日は土手に寝ころび、草

花や土の匂いを感じながら、雲

の流れをボーっと眺めていたい

ものです。

青空と菜の花

（撮影・本城）

エンターテイメントカフェ

●甲賀郡水口町梅が丘1‐34
●TEL：0748‐63‐5556●定休日：木曜
●営業時間：月～土：11:00～21:00（L.O 20:30）
　　　　　 日・祝：9:30～20:30（L.O 20:00）
●

水口高校正門前にあ
る「ＨＥＲＯ'Ｓ☆ＣＡ
ＦＥ」は、新しいス
タイルのカフェ。サ
ボテンなどのグリー
ンでおしゃれに飾ら
れた店内に入ると
50インチの大画面Ｔ

Ｖとパソコンが目を引く。日曜と火
曜・金曜の夜には、この大画面で
映画が上映され、カフェを利用すれ
ば、無料でインターネットも使える。

ランチのおすすめは、ボリューム
たっぷりのアメリカンクラブサン
ド（600円）。ダイエット中という
方にはハーフサイズ（450円）も
ある。香ばしく焼かれた3種類の
サンドイッチに揚げたてのフライ
ドポテトとサラダがつく。プラス
200円でドリンク、さらにプラス
150円でケーキがつく。ドリンク
メニューには、エスプレッソやバ
リエーション豊富なカフェラテも
あり12種類のフレーバーシロッ
プが選べるのも魅力。好きなもの
をセレクトしてオリジナルのカフ
ェラテが楽しめる。これからの季
節には女性に人気の冷たいフルー

ツスムージーがおすすめ。毎月、
月替わりのクラブサンドもあるの
で要チェック。ちなみに来月5月
はハム＆チーズのクラブサンドが
500円。　　　　　　　（取材・羽賀）

監督・脚本：クエンティン・タランティーノ
出演：ユマ・サーマン/デヴィッド・キャラダイン/ダリル・ハンナ/マイケル・マドセン/サミュエル・L・ジャクソン

花嫁は１人の男を追って世界中を旅している。
その男の名はビル。
娘を殺した男であり
その娘の父親であり
かつて愛した男であった。
そして花嫁は
まだ娘が生きていることを知らない・・・。

(メス　4才)ペキニーズ

草津市・葉山川堤防

とんぐう

'  '  

第1回定期演奏会

5/8（土）
9（日）

長　浜
中山道宿場町の風情を満喫できるコース、長浜市内を
巡るコース等、両日あわせて11のウォーキングコース
があります！
●主会場：長浜豊公園噴水広場●受付：7：15～10：30頃
●料金：事前申込（4/30まで）一般1,200円 中学生以下300円
　　　 当日(5月以降の申込)一般1,500円 中学生以下500円
●備考：コースによって受付、集合場所が上記と異なる場合
　　　　あり。詳しくは下記のホームページから。

●お問合せ：びわ湖長浜ツーデーマーチ実行委員会
　　　　　 0749-64-5151

第12回 びわ湖長浜ツーデーマーチ

山　東 ルッチプラザ若手アーティスト支援プログラム

歌とピアノによるお気軽クラシック。関西で活動中の2
人のステージは、クラシックに触れることがない方々
にも楽しんでいただけます！
●場所：ルッチプラザ ベルホール310
●時間：14：00（開場13：30）
●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

田坂蘭子&神永強正～デュオ コンサート～

若手アーティスト
支援プログラム

びわこフィルハーモニーオーケストラ

5/20
（木）

大　津 びわ湖の午後シリーズ17 曽根麻矢子バッハを弾く
春に聴くチェンバロの調べ

たいどう

平日の午後に、優雅な気分でコンサートを楽しむこと
ができる、とたいへん好評の「びわ湖の午後」シリーズ！
色彩感豊かに描き、バッハを生き生き
と蘇らせる演奏をご堪能ください！
●場所：びわ湖ホール 小ホール
●時間：14：00（開場13：30）
●料金：全席指定 一般3,500円
　　　 青少年（25歳未満）2,500円
　　　　（いずれもドリンク付）
●備考：6歳未満のお子様ご入場不可
●お問合せ：びわ湖ホールチケットセンター
　　　　　　　 077-523-7136
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※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。

びわこフィルハーモニーオーケストラ

びわこフィルハーモニー
オーケストラ

「おこげ」と私

  【全10回シリーズ】その①

人には、言うに言われない、みじ
めな経験が人生のバネになること
がある。
先の戦争で、私の家族は名古屋の
家を焼け出され、母の故郷である
愛知県の山深い小さな集落に疎開
した。
父と性格の不一致を見た母は九才
の兄を頭に一才の妹を含めて二男
二女の子供を連れ、ただ故郷とい
うだけでその村に小さな小屋を建て
母・子・祖母の六人の生活を始めた。
それでも、土地の人達の好意で、田
を借り、米をつくり、お粥をすすっ
て息をつないでいた。
そんなある日、同じ集落の儀一さ

んが「卑しんだようだが、もしよ
かったら食べてくれ」と、おヒツ
をかかえて持って来て下さった。
その日、儀一さんの家ではお婆さ
んが亡くなり、お葬式だったが
その時に炊いたご飯の「おこげ」
を捨てるのはもったいないという
ので下さったのだ。
おこげ、といっても白い米のとこ
ろもいっぱいあった。私たち子供
は唖然として、しばらく見つめて
いたが、山盛りのおこげをむさぼ
るように食った。白い硬い米の飯
はこんなにもうまいものかと感動し
儀一さんに感謝した。
私は中学を出るとその村を去った。

そして、臨時雇いのような仕事を
しながら夜間高校へ通い、多くの
人の好意を受けて上級学校へ進み
こうして大学教授になった。
今から少し前、無性にその村が懐
かしくなり、一人で出かけてみた。
かつて村一番のアバラ屋だった自
分の家の跡に立ちつくしていた時
向こうから一人の老人が歩いて来
られた。私にはそれが儀一さんだ
とすぐわかった。名前を告げると
一瞬けげんそうな顔をされたが、
「ほう、あの時のカッチャンか、立
派な大人になったなあ」と懐かし
んで下さった。二人の会話はそれ
以上なかった。それで充分だった。
「おこげ」の話は何も言わなくても
分かっていた。
私は今でもおこげを見るたびにあ
の時のことを思い出し、万感胸に
せまる思いがする。

昭和17年愛知県生まれ。関
西大学経済学部在学中にロ
ータリークラブの留学生と
してジョージア大学に留学。
卒業後、㈱ミノルタカメラ
貿易部に勤務。その後、ジ
ョージア大学大学院にてＭ.
Ａ.を取得。名古屋市立大
学大学院で学んだ後、フロ
リダ州立大学大学院にてＰ
ｈ.Ｄ.を取得。大学院卒業後
は、ヒューストン大学で1
年間教育と研究に従事。現
在、龍谷大学経済学部教授。
経済学博士（京都大学）。
近江八幡市在住。
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