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毎

日

おかち

湖岸の景色を眺めることができる。

今ラフォーレ琵琶湖では、毎月世

この「ワールドグルメランチ」は

界各国の都市をテーマにしたラン

来年 3 月まで開催される。期間中

チが楽しめる「ワールドグルメラ

ホテル内のレストランで月替りの

ンチ」が開催されている。

ランチを食べ、スタン

しゃんはい

2 回目となる 5 月は上海が

プを10個集めると、も

テーマとなっており、
「花暦」

れなく宿泊券やディ

でも多彩なメニューが楽し

ナー券などがもらえ

めるランチ2,000円（税サ込）

る特典付！（ 取材・鋒山）

を用意している。季節の魚の刺身
ば はさ

琵琶湖

スープ、二種海鮮ミンチの湯葉挟

至近江八幡

湖周道路

あま ず

み揚げ、芝海老のピリ辛甘酢炒め
しょうろん ぽう

海老と野菜のかき揚げ、ジャージャ

至国道
１号線

至草津

ー麺と、いろいろな味が少しずつ

考えたくなかったのだろう。

うことができなかった…。

父と母の間に何があったのか知ら

最近になって、姉が父の写真を送っ
そう ぎ

ないが、母は気性の激しい女性だ

て来た。恐らく葬儀のときのもの

った。しかし、そうでなければ戦

であろう。その写真で、私は初め
ほほえみ

後の動乱期に4人の子供を育てら

て父の顔を知った。…微笑を浮か
いと

れるはずがなかった。たぶん、気

べたその顔からは、優しさと愛お

さ

性の激しい母を避け、父は「女を
作って家を出た」のだろうと想像
していた。だから大学の頃、その
うち「異母兄弟」が出てくるかも？
…と、複雑な気持を抱いていた。
だが、異母兄弟どころか、父に女
がいた様子はなかった。いや、長
なく、女の人はきっといたと思う。

しさしか伝わって来ない。
「父帰る」
、私にとって待ちに待っ
た、今やっとの対面である。
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術館「赤い帽子・織田廣喜ミュージアム」
が日野町の「ブルーメの丘」内にある。
ここは人工照明を一切使わず自然光だけ

が暮れたら寝る」というエ
中で描かれた絵は、画家と
と、日本を代表する建築家・
今は「織田廣喜常設と詩画展」が開催さ

込み、雲の動きひとつで館内の雰囲気が

のが多く、どこか淋し

ジア大学大学院にてＭ.Ａ. を取得。

げな表情と美しさが印

古都ワルシャワの街角にて

象的だ。また詩や写真

教育と研究に従事。現在、龍谷大学経済学部教授。経

からは織田氏の生き方

済学博士（京都大学）
。近江八幡市在住。

や妻リラさんへの愛情が伝わってくる。
職員の水野さんによると「作品を観るだ
けでなく一日ボーッと座って時を過ごし
てほしい」とのこと。何度でも再入館で
きるので、｢ブルーメの丘｣ のにぎやかな

±ʓʴʽɹɿ˂ʝʃ

り）や小川があり、周辺の環境や景観と調和した美しいたたずまいを見せている。

してみてはいか

ɺʳʃʂʯ˂ʃˁɺʳʃʝ˂ʵ
ɺʳʃʹɮʽ

建物は落ちついたアースカラーで屋根には近江特産の八幡瓦が使われている。写真

がでしょう。

はセンター広場から図書情報センターを中心に撮影したところ。右の建物は共通講

至八日市・彦根ＩＣ
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（ 取材・川上）

義棟、左は大学管理棟、カフェテリア、学生ホール。
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至近江鉄道
日野駅

西大路幼稚園

↓
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日野町
役場

ᚔ ᜏ

至水口町
（Ｒ1）

蒲生郡日野町西大路864‑5 TEL：0748‑52‑8121
開館時間●9：30〜日没
（ブルーメの丘に準ずる）
※冬期休館
（12月〜2月末）
休館日●月曜日(祝日の場合は翌日が休館）
料金●大人500円・中高生200円
（小学生以下無料・大人同伴）
※別にブルーメの丘入園料が必要（大人800円/小人400円）
※共通券（入園＋ミュージアム入館）1,000円がお薦め！
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滋賀銀行

坂井孝之ミニコンサート

日牟礼八幡宮
堀

A

கͧ
ࣀծᚖᩌ᤹

市民体育館
（旧公民館）

●
白雲館

C
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上筋商店街

八幡小学校 文

5/22
（土）

守

山

5/29

ギャレ・フロアコンサート

アンサンブル ヴィーヴォ 想い出コンサート

（土）

ビートルズナンバーや映画音楽ほか
●場所：守山市駅前総合案内所内 市民交流フロア
●時間：14：00〜15：00●料金：無料
●お問合せ：守山市駅前総合案内所
077‑514‑3765

5/29

栗

東

（土）

オーケストラアンサンブル金沢with日野皓正 6/6
ジャズクインテット 栗東特別公演 （日）

●場所：栗東芸術文化会館さきら
●時間：16:00
（開場15：30）
●料金：S席5,500円・A席4,500円
●お問合せ：栗東芸術文化会館さきら/077‑551‑1455
栗

東

木星のしまをみよう

●集合場所：観察の森ネイチャーセンター
●時間：19：00〜21：00●料金：無料●定員：先着70名
●参加対象：誰でも可。
小学3年生以下は保護者同伴
●持ち物：懐中電灯・筆記用具・あれば双眼鏡
●お問合せ：栗東自然観察の森/077‑554‑1313

守

山

ほたるイベント

各種バザー、
物産展、
コカリナ葦笛演奏、
等々楽しいよ！
●場所：守山市民運動公園休養広場
●時間：15：00〜19：00
（バザーのみ正午から）
●備考：守山パークアンドライド・5/21
（金）
〜6/6
（日）
19時〜22時/ほたる巡回バス、
ほたるシャトルバス運行
●お問合せ：豊穣の郷赤野井湾流域協議会/077‑583‑8686
米

原

音楽再発見事業 サロンコンサート Vol.1

‑ The Piano Songs ‑

By 大村篤史

●場所：滋賀県立文化産業交流会館
●時間：13時30分開場 14時00分開演
●料金：無料
（要整理券)
配布場所
滋賀県立文化産業交流会館
長浜、
安曇川、
八日市、
水口、
草津文化芸術会館
滋賀会館文化サロン
●お問合せ：滋賀県立文化産業交流会館/0749‑52‑5111
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広場から離れて、静かな光の時間を過ご

かんごう

写真／㈱ヤマプラ・左近

幡

と壁のスリットからやわらかな光が差し

作品は女性を描いたも
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八

酒游館 map B
盲目のフルート奏者・坂井孝之さんとピアノ、
ギターに
よるミニコンサート
●時間／14：00〜 ●入場無料
主催：毎日新聞社

ゆるやかにカーブした展示室には、天窓

ラ貿易部に勤務。その後、ジョー

センター広場から図書情報センターを望む

（土）

れている ( 6月30日まで )。

タールのキャンパスには囲いがなく、琵琶湖の水を引き入れた運河のような環濠（ほ
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安藤忠雄氏が設計した。

に留学。卒業後、㈱ミノルタカメ

滋賀県立大学は 1995 年 4 月に開校し、現在の学生数は約 4,000名。広さ約35 ヘク

ロープウェイ
のりば

京都リコーダーコンソートなどのコンサート
●時間／14：00〜 ●入場料／500円
後援：毎日新聞社

同じ目線で観るのが最も良い」

ブの留学生としてジョージア大学

23

八幡もんぜん楽市

古楽器による
たの
ルネッサンス・バロック音楽の愉しみ

間となっている。

彦根市
県立大学キャンパス

「近江八幡の風景づくりを進めるシンポジウム」

酒游館 map B

ピソードから「自然の光の

Ｄ.を取得。大学院卒業後は、ヒューストン大学で 1 年間

ホームで独り旅立ったと聞いている。

近江兄弟社本社駐車場 map A
地元特産品や農産物などの即売とフリーマーケットなど
●時間／10：00〜16：00 ●入場無料
主催：近江八幡市観光物産協会
後援：近江八幡市、
毎日新聞社

織田氏の「日のあるうちに絵を描き、日

経済学部在学中にロータリークラ

名古屋市立大学大学院で学んだ後

5/23
（日）

近江兄弟社学園講堂 map C
近江八幡市は市制50周年の今秋、
美しい風景を後世に
引き継ぐために
「風景条例」
制定を目指しています。
風
景やまちづくりに関する市民意識を高め同条例の意義
などを考えます。
・あいさつ 川端五兵衞／近江八幡市長
・基調講演 馬場章夫／MBSラジオパーソナリティー
・パネルディスカッション 西川幸治／滋賀県立大学学長 他
●時間／13：30〜16：30 ●定員／300名 ●入場無料
主催：毎日新聞社 後援：近江八幡市教育委員会
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で鑑賞するという世界でも珍しい美術館だ。

一変する。屋外以上に光を意識できる空

昭和17年愛知県生まれ。関西大学

フロリダ州立大学大学院にてＰｈ.

いや、そう思いたい。

家。彼の三つ目となる美

5/30
（日）
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●守山市今浜町十軒家2876 琵琶湖大橋東畔
ラフォーレ琵琶湖 スポーツセンター横1F
●TEL：077‑584‑2140
●定休日：5月中、
ランチタイムは無休・ディナーは火曜日
●営業時間：ランチAM11:30〜PM2:00/ディナーPM5：30〜PM9：00
Ǯ

泣きくずれた。とうとう一度も会

Ǯ

၇၈າႇᰍɁ۰ɝ૯ȥ

ᓹ௦

ʳʽʋʉɮʪɶɮʓɁੵሟɂ
ȦȴɜȞɜ çáéäï®êð¯°±´¸

書いた。
「私には父がいない」とは

あわ
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味わえるようになっている。
な ごよみ

と母が哀れで大学の寮のベッドで

私が26才のとき、父は下関の老人

琵琶湖
大橋

び

は

など、求職票にいつも父の名前を

しものせき

蟹肉入りスープパオズ（小龍包）

ラフォーレ琵琶湖
中国料理

地でその知らせを受けた私は、父

い年月を男一人で暮らせる道理は

ラフォーレ
琵琶湖

入りサラダ、椎茸と鶏肉の澄まし

き、ささやかな葬式をした。異国の

しかし、学校を出て就職するとき

どう り

しい たけ

ǽ ষ ڨ

■価格は全て税込みです
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出町通り

国料理が楽しめるレストラン。

かに にく

私が3才の時、父は家を出てしまっ

創作活動を続けている画
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おすすめだ。大きな窓から初夏の

び

当時、私はアメリカの大学院で学
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小幡町通り

フォーレ琵琶湖 1 階にある本格中

ゆ

父帰る

赤い帽子・織田廣喜ミュージアム

広々とした店内では、窓側の席が

知られ、現在も意欲的な
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聞

をかぶった少女」の絵で

かつ じ

日野町

はなごよみ

「花暦」は、琵琶湖大橋東側のラ

新

ひろ き
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た。それゆえ、私は父を知らない。

日

織田廣喜氏は「赤い帽子
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5月は上海がテーマ
5月は上海が
は上海がテーマ
テーマ！
海の幸、山の幸、
海の幸、山 幸、
多彩なメニューが
多彩なメニューが
楽しめる

毎

（第3種郵便物認可）

（第3種郵便物認可）

【全10 回シリーズ】その③

父と母 ㊦

しば え

聞

■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

ランチタイム
ガイド

新

↓
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パソコン、
インターネットの普及に伴って利用
者もお店もどんどん増えているオンラインショ
ッピング。
利用者にとって一番気になる点がそ
の支払方法です。
最も安全なのは後払いで銀行
や郵便局へ行く方法。
便利さよりも安全性を優
先する利用者が全体の約30 %を超えて1位。
クレ
ジットカードは、
あらためて支払いに行く手間
がない、
手数料がかからないなどの便利さが受
け入れられてこれも3割近い人が利用している

という結果に。
しかし利用する店舗のセキュリ
ティが万全かどうか自分で確認しなくてはなり
ません。
代金引換は、
商品と現金を交換するとい
う普段のお買い物に近い感覚で利用できるので
すが、
支払時に家を留守にできない点が不便で3
位でした。
ところで、
24時間利用できるコンビニ決済が少
ないのが意外。
コンビニに行くとつい他のもの
も買ってしまうから？
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