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大津市仰木町・棚田25
大津市仰木町に広がる里山の棚田。ここは比叡山の麓、奥比叡ドライブウェイ料金
所の北に位置し、今森光彦氏の写真集「里山物語」の舞台としてもよく知られてい
る。馬の蹄の形をしたこの棚田の右手には大きな桜の木があり、毎年訪れる人の目
を楽しませている。日本の原風景として再び注目されている里山だが、農地整備や
生活スタイルの変化により、里山を守ってきた雑木林が荒廃し、その風景は姿を消
しつつある。県内でも数少なくなった棚田をいつまでも守りたい。

あぜ道から棚田を望む　　写真／㈱ヤマプラ・北中
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中学卒業のとき、某大企業の入社
試験に失敗した私は、失意の内に
名古屋のある弁護士事務所で働く
ことになった。
給料は5,000円。夜間高校の授業料
が1,000円。だから毎月3,000円を
家に入れることが出来た。母はそ
の金を仏壇に供え、祖母と共に大
そう喜んでくれた。その光景を見
て私は、やっとこれでよかったと
思えた。兄と姉も同様に夜間の大
学や高校へ通い、年老いた祖母と
妹を含めた6人の母子家庭は羽を
寄せ合うように生きていた。夜間
だとは言え、当時としては上級学
校へ行くことが出来るのは幸せな
事だった。
弁護士事務所は先生の邸宅の別棟
にあり、事務所員は私一人だった。
私の呼び名は「書生」。
だが、書生とは名ばかりで、まさ
に小間使いだった。玄関、事務所、
トイレの掃除をし、それが済むと
弁護士が書きなぐった書類を整理
し、カーボン紙を敷いて書き直し

て1部を裁判所へ届けた。
事務所での仕事は嫌いではなかっ
たが、弁護士には私より一つ年上
の娘と一つ年下の双子の息子とが
いて「書生さん、これを」と忘れ
物や傘を彼らの学校へ届けさせら
れたりした。そこまではまだよか
った。我慢できなかったのは宿題
をやらされることだった。純な16
才の私の正義感や自尊心が許さな
かったのだ。今思えば、自分と同
じような年の子供でなかったら許
していたかも知れないのだが…。
1年程経ったある日、ついに私は置
き手紙を残して事務所を去り、書
生の仕事に別れを告げた。

ほたるまつり

ハーブまつり
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（土）
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6/13
（日）

山　東

日　野
ハーブを使用したソーセージ、ピザ作り体験教室やハーブ
ティー等の限定メニューを販売。 期間中の毎週水・日曜日
は「ハーブの挿し木体験教室」も開催 （ハーブティー付）！ 
詳しくはこちらまで　 
●場所：滋賀農業公園 ブルーメの丘
●時間：14：00～14：30 （受付時間）●料金：800円
●備考：所要時間約90分。お持ち帰り頂けます
●お問合せ：滋賀農業公園 ブルーメの丘/0748-52-2611

さきらアトリウムコンサート
～ ～

栗　東

よし・ちまき祭りと水郷めぐり近江八幡
青々としたヨシの葉を使ってのちまき作りと、水郷め
ぐりを体験していただきます。
●場所：まるやま水郷めぐり観光
●時間：10：00～15：30
●料金：1,000円（手こぎ船の水郷めぐり・ちまきのお土産含む）
●定員：先着200名・要予約
●お問合せ：まるやま水郷めぐり観光/0748-32-2333

「書生」時代

  【全10回シリーズ】その⑤

おかち　  かつじ
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湖国ごちそう紀行湖国ごちそう紀行 かたぎ古香園かたぎ古香園かたぎ古香園

甲賀郡信楽町宮尻1090 
TEL：0748-84-0135
FAX：0748-84-0128 
定休日：不定休・年末年始・お盆
営業時間：9：00～16：00

信楽町信楽町
無農薬茶無農薬茶
信楽町
無農薬茶

※なお、ご希望の方全員にカタログを
　進呈します

「あたりまえ」がいい「あたりまえ」がいい

若葉の生気をいただく若葉の生気をいただく若葉の生気をいただく若葉の生気をいただく

伝統の地で無農薬茶を栽培伝統の地で無農薬茶を栽培

■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

ランチタイムランチタイムガイドランチタイム

●草津市若草1-6-7●TEL：077-566-2680
●定休日：水曜日●P有り
●営業時間：ランチAM11:30～PM2:30
　　　　　 ディナーPM6:00～LO=PM9:00

フレンチダイニング

ガイド 南草津のかがやき通
りにあるフレンチレ
ストラン「ルポルポ」。
ホテルでの修行経験
があるオーナーの清
水さんが１年半前に
開業した。
ランチは値段によっ
てA～Cの3つのコ
ースがあり、今回は
Bコース(1,890円)
をいただいた。
オードブルはツブ貝
やホタテ、サーモン

など魚介類がたっぷり。ソースとの相性が抜群。
メインは豚の肩ロースと赤キャベツの蒸し煮。
デザートは、オーナーこだわりの「見て楽しく
食べておいしい」華やかな皿盛りデザート。
フルーツをふんだんに使った盛り付けが美し
く、シャーベットやラム酒がきいたパウンド

ケーキなど、一皿でいくつも
の味を楽しめる。女性に人気
があるのも納得だ。ランチに
は他にスープ・パン・コーヒ
ーがつく。
清水さんが目指すのは「自分
が行きたくなる店づくり」。
心をこめて丁

寧に盛り付けられた料理には、
オーナーの誠実な人柄がにじみ
でている。
ランチタイムは混雑するので予
約したほうがよい。　（取材・鋒山）

朝宮にお茶の木が植えられたのは今
から約1250年前。中国から最澄が
持ち帰ったと伝えられています。朝
宮茶は栽培に適した傾斜地で、有
機肥料を中心に昔ながらの方法で
栽培されています。中でも「かたぎ
古香園」の六代目当主・片木明さん
が目指すのは、農薬も化学肥料も使
わない「あたりまえ」のお茶。
「朝宮茶はずっと高い品質で知られ
てきたものの、問屋におろした後は
宇治茶として売られてきました。け
れど私はお客様のほうを向いて朝
宮茶をつくりたかった。本来、お茶
は薬として飲まれていたものです。
体によく、手軽な価格で毎日飲める
『あたりまえ』のお茶が理想」と片
木さんは語ります。

では片木さんの言う「あ
たりまえ」とは？お茶づく
りに対する片木さんのこ
だわりをご紹介しましょう。

片木さんは日々の暮らしに欠かせな
いお茶を、より安全によりおいしく
という願いから、無農薬栽培を決意
しました。28年前のことです。「そ
の頃はだれも、無農薬でつくった
茶を売る人はいませんでした。一
晩で虫に食い荒らされた茶畑を前
に、途方にくれました」。
ようやく光が見えてくるまで3年。
しだいに天敵の虫が戻り、畑に自
然の循環が回復しました。

片木さんのお抹茶をたてる
と、クリームのようにやわ

らな深緑色をしています。きゅっ
と芯のつまったお茶の渋みは、普
通のお茶よりずっと濃い味わいです。
また新茶をいれると、湯飲みから
新鮮な若葉の生気がたち昇ります。
「ほら、蒸しあがったばかりのお茶
の葉の香り。これがうちの香りな
んです」。加工場で自慢のお茶を手
にした片木さんの言葉が印象的で
した。　　　　　　　　（取材・三澤）
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6/27
（日）

ホタルパレード・天野川ホタル太鼓
模擬店・露店・演奏会等イベントが
盛りだくさん！
●時間：13：30～21：00
●場所：ルッチプラザ
●お問合せ：山東町役場産業振興課
　　　　　 0749-55-8105　

「大阪プロレス飯店」上映会 野洲6/13
（日）

野　洲
上映会+プロレス好き吉本タレントが
やってくる！
●場所：野洲文化小劇場
●時間：14：00（開場13：30）
●料金：一般2,000円
　　　 60歳以上・小学生以下1,500円
●お問合せ：野洲文化ホール
　　　　　 077-587-1950

はつらつコンサート ～音楽療法ではつらつ健康に～6/17
（木）

安　土

●場所：文芸セミナリヨ 
●時間：14：00（開場13：30）●料金：200円
●お問合せ：文芸セミナリヨ/0748-46-6507

第52回関西エスペラント大会6/12
（土）

6/13
（日）

草　津

6/16
（水）

6/27
（日）

○中村正久氏（滋賀県琵琶湖研究所長）講演会
　●時間：14：30～15：50

○エスペラント1日入門講座
　●時間：9：50～12：00
　●場所：Ｋ305教室（エポック立命21内）

○イー＝チョンヨン氏講演会
　（世界エスペラント協会副会長
　 韓国エスペラント協会名誉会長）
　●時間：14：00～15：30

○立命館大学アカペラグループによるコーラス
　●時間：15：30～16：00

●場所：立命館大学びわこ・くさつキャンパス エポック立命21
●料金：無料
●備考：エスペラント1日入門講座は事前に「大津湖南エスペラント会」　
　　　　　までお申し込み下さい。（当日受付も可能）
●お問合せ：大津湖南エスペラント会（工藤）/0748-33-7002

ハンガリーの打弦楽器ツィンバロンが奏でる
ハンガリーソングやピアソラの世界。
出演：斎藤浩（ツィンバロン） 稲垣聡（ピアノ）
●場所：栗東芸術文化会館さきら
●時間：14:00～15:00●料金：無料
●お問合せ：栗東芸術文化会館さきら
　　　　　 077-551-1455

米田正博＆スリーエコーズ（ジャズ）

もっとリラックスコンサート6/19
（土）

木之本

京劇西遊記
－孫悟空 三打白骨精－

6/20
（日）

大　津

〈二幕六場〉字幕あり
京劇のふるさと武漢から発する名門湖北省京劇院が全
精力を傾けて編み出した孫悟空劇の決定版！もの凄い
奴がやってきた！あなたはこれを見逃せますか？ 
出演：湖北省京劇院 
脚色・演出・主演：程和平（国家一級俳優） 
主演：張慧芳（国家一級俳優）
　　 朱世慧（国家一級俳優）
作曲：彭友和 芸術指導：余笑予・倪海天 
制作：津田忠彦
●場所：びわ湖ホール 中ホール
●時間：14:00（開場13：30）
●料金：全席指定 S席8,500円 A席7,500円
●備考：6歳未満のお子様ご入場不可。公演当日に残席が
　　　　ある場合青少年（25歳未満）の方に対し、半額で当
　　　　日券を販売します。（学生証等の提示必要）
●お問合せ：びわ湖ホール チケットセンター/077-523-7136

小さなオーケストラといわれる弦楽四重奏に元気いっ
ぱいの金管五重奏。クラシックからミュージカル・映画
音楽まで様々なジャンルの音楽を取り上げます！
●場所：木之本町スティックホール
●時間：15：00（開場14：30）　
●料金：一般2,000円 学生（高校生以下）1,000円
       当日は500円増し
●備考：未就学児の入場不可
●お問合せ：木之本町スティックホール/0749-82-2411  

水墨・墨彩画 作品発表会守　山
久田萠玉先生のもと、水墨・墨彩画を勉強している一同
が、それぞれの教室で学んだ作品を共同で発表します！
●場所：守山市立図書館 2階 展示ホール
●時間：10：00～18：00（最終日15：00まで）
●料金：無料●期間中の休館日：6/22（火）
●共催：三墨会・さざなみ会・農協自主教室・大曲教室
●お問合せ：守山市立図書館/077-583-1639

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Ｐｈ.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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