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おかち

「四番町スクエア」にある。新鮮な

ず、どれもこれも大変おいしい。
おいしさの秘密は？嶌田さんの答

しまだ

はただ一言…「新鮮さ」だそう。

に出向き、せりで仕入れるそうだ。

お米は無農薬米、水は食材本来の

そのため水揚げされたばかりのお

味を引き出す還元

いしい魚を手頃な価格で味わえる。

水を使用。あらゆ

日替わり弁当は、刺身・煮物・揚

る素材を大切にす

物・汁物等にコーヒーがついて

る店主のこだわり

800 円。旬によってメニューは変

が感じられる。
（取材・川上）

わる。今回いただいた弁当は、甘
彦根
市役所

至南彦根
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近い。また、絶えず新しい知識を

いるものだから、
「リストラですか？」

蓄積するために勉強していないと

と、尋ねられる事もある。妻は半

勤まらない。ことほど左様に見た

分冗談で「ええまあ、それに近い

目ほど、のん気な仕事でも無い。

です」と笑って答えているが、もし

思い出してみればこれまで色々な

かしたら冗談でないかも知れない。

試練にぶつかってきた。でも、ほ

しかし、一見、のんきそうに見え

とんどは「結果良し」で切り抜け

る大学教師だが、実はなかなか骨

て来られた。これも小さな頃の苦

が折れる仕事でもある。

労のお蔭かも知れないと、今では

まず、大学を出た後、大学院の修

親にも世間にも感謝している。

士課程と博士課程で、最短でも５
年間、経済的に苦しい院生々活を
送らなければならない。特に私の
ような貧乏学生には厳しかった。
様々な奨学金とアルバイトで勉強
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講義の様子

ある訳ではなかった。
「実力」以外

ࠥ٥ǽӫ̝Ȩɦ

に「人との出会い」や「運」も左

昭和17年愛知県生まれ。関西大学経済学部在学中にロー

右する。この点、私は恵まれていた。

業後、㈱ミノルタカメラ貿易部に勤務。その後、ジョー

年25〜26回行わなければならない。
一回の講義は90分間で300〜400人
の学生の注意をひきつけておくこ

タリークラブの留学生としてジョージア大学に留学。卒
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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らスタートさせました。滋賀県では、大
津市の（株）
堀場製作所・坂本グラウンド

（金）

パープルサンガのプ
ロコーチが世代別に
指導してくれるのが
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12 才 ) と呼ばれる世代には、反復練習に
よる基礎の習得と実戦的なトレーニング
を行うことで、状況判断する能力と基礎
技術を高めます。
ほめる指導法が魅力の
練習を見ていると、子
情が印象的で、また大

優しさ。
「遠い空」
は、
ここに完結を迎える。
●場所：びわ町リュートプラザ
●時間：19日/19：00
（開場18：30）
20日/14：30
（開場14：00）
●料金：前売1,500円 当日1,700円 中学生以下無料
●お問合せ：びわ町リュートプラザ/0749‑72‑5257

人顔負けのテクニック
に驚かされました。
この教室は夏休み・冬休みのトレーニン
グはなく、実施期間は 12 月までとなって
います。各コースともまだ定員に空きが

6/20

あり、途中参加もＯＫなので興味をもた

（日）

草 津 《輝け、
愛と命》
コンサート
千住真理子＆大阪センチュリー交響楽団
●場所：草津文化芸術会館
●時間：15：00
（開場14：30）
●料金：一般4,000円
18歳以下2,000円
●お問合せ：草津文化芸術会館/077‑564‑5815
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川勝博康コーチ

山口隆史コーチ

幕の内バンジョー
色とりどりの幕の内。
あんな味こんな味。
新たな発見、
新
たな出会いウキウキ！
一部：プレ・バンジョー・アカデミー
二部：宮沢賢治の響き
●場所：ティースペース茶楽 近江八幡市佐久間町17‑1
●時間：19：00
（開場18：30）
●料金：1,000円 ドリンク別
●お問合せ：ティースペース茶楽/0748‑32‑8885
近江八幡

（日）

増田明美講演会

「家族の支えとマラソン人生」
と題してスポーツライタ
ーの増田明美さんが講演します。
●場所：ウェルサンピア滋賀●時間：14：00〜
●料金：無料●備考：定員：350名
（先着順）
●申込方法：往復ハガキに
「増田明美講演会入場希望」
住所・氏名・年齢・電場番号・申込人数を明記の上、
ウェル
サンピア滋賀
（〒523‑0806近江八幡市北之庄町615）
まで
●申込期間：6月10日〜6月20日
（必着）
●お問合せ：ウェルサンピア滋賀/0748‑32‑3221
大

津

モーリス・ベジャール バレエ団
『魔笛』ÔÈÅ ÍÁÇÉÃ ÆÌÕÔÅ

オペラを超える楽しさ！心躍るモーツァルトの天上の音
楽が目に見える！モーツァルトの至高のオペラを完全
バレエ化した、
ベジャール人気を決定づけた大作！
演出・振付：モーリス・ベジャール
音楽：ヴァルフガング・アマデウス・モーツァルト
●場所：びわ湖ホール 大ホール
●時間：14:00
（開場13：15）
●料金：S席11,000円 A席9,000円
B席7,000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
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小1‑2年

火曜日

火曜日

小3‑4年

水曜日

水曜日

小5‑6年

水曜日

‑‑‑‑‑

サークルＫ

高橋川
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TEL：0774‑55‑7628
入会金2,000円●年会費8,000円●月謝4,500円
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苗鹿1

湖西浄化
センター

比叡山
坂本駅
サークルＫ
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近江八幡 ÓÈÉÍÐÅÉ ÐÒÅÓÅÎÔÓ

■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
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自然観察コース
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の寺がある長命寺山。808段ある石段を登ったら冷たい麦茶で一息つきたい。

6/26

6/19（土） びわ町 演劇 遠い空−完結編−
20（日）隣り合わせた男と女。それぞれ、来るか来ないか分から 6/27
ない人を待っている。
待つことの悦び、
待たせることの

供たちの楽しそうな表

東

（土）

希望が丘 再発見！
！"希望が丘ハイキング

ハイキングコース。
健康づくりにも最適です。
どうぞお
気軽にご参加ください！
●場所：希望が丘文化公園
●時間：集合9：00 解散15：00頃●料金：300円
●受付：電話・ＦＡＸ
・ハガキまたはメールで下記まで
〒520‑2551蒲生郡竜王町薬師1178
希望が丘文化公園 広報・企画担当
TEL：077‑586‑2110 FAX：077‑586‑1799
Ｅメール：kibougaoka@shiga‑bunshin.or.jp
●お問合せ：希望が丘文化公園 広報・企画担当/077‑586‑2110

むら

写真／㈱ヤマプラ・北中

竜

を行います。またゴールデンエイジ (9 〜

がある。写真中央よりやや左の小高い山は八幡山で、頂上には豊臣秀次公を祀る村

加茂町から麦畑を望む

6/19

（土） 四季折々の素晴らしい風景を演出してくれる希望が丘

湖西
道路
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●場所：八日市文化芸術会館 展示ホール
●時間：9：00〜17：00
●料金：無料
●お問合せ：八日市文化芸術会館
0748‑23‑6862

ことで神経系の発達を促すトレーニング

る六条麦の畑。麦には他にお酒の原料になる二条麦、パンやうどんになる小麦など
かいき

八日市

（日）

の要素を取り入れ、楽しく身体を動かす

ख़ӭɂ

くも ご しょずいりゅうじ

工芸家たちの表現 木の姿、森の景色
‑木と語り、木を生かす人に出会い学んだこと‑

栗

指導員の解説を聞きながら、
梅雨の森を歩いてみませ
んか?
●場所：栗東自然観察の森ネイチャーセンター集合
●時間：13:30〜15:00
●料金：無料
●持ち物：虫眼鏡などがあると便利
●備考：予約不要・6/27
（日）
も同コースがあります
●お問合せ：栗東自然観察の森/077‑554‑1313

と呼ばれる世代には、鬼ごっこなど遊び

こ がね

雲御所瑞龍寺がある。さらに左に見えているのは西国三十一番札所の聖徳太子開基
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（日） 「アジサイと水辺の生き物」

●場所：わたむきホール虹 ギャラリー
●時間：9：00〜17:00
●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

特長。プレゴールデンエイジ (5 〜 8 才 )

ごろごろ寝ころんで遊びたくなるような黄金色のこの美しい畑は、お茶の原料とな
まつ

日 野 東郷正二郎 湖国スケッチ展
「湖国の風景を５０年に渡り描いた作品」

7/4
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近江八幡市加茂町
麦畑

7/4
（日）

6/18

この教室では、京都

（ 取材・北中）

26

6/17
（木）
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ます。

れた方は一度見学に行ってみてはいかが？
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と瀬田公園グラウンドが会場になってい

Ǯ
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ことが多い。いい大人が終日家に

講義は一般に週に5つ。それぞれ

か

●彦根市本町1丁目11‑2
四番町スクエア 井上ビル2F
●TEL：0749‑26‑6555●定休日：水曜日
●営業時間：ランチAM11:30〜PM2:00
ディナーPM5：00〜AM12:00

は知的労働というより肉体労働に

Ǯ

海鮮・ろばた

したがって家でゴロゴロしている

らといってもすぐに職の「空」が
近江鉄
道本線

アルプラザ
京町

थᮓ
い

どっと疲れが出る。大学での講義

あき

彦根東高校

揚げ、エイの煮こごり、ふきの煮物、

さ

週に3日ぐらい大学へ行けば良い。

を続けたが、博士課程を終えたか

彦根駅

彦根城

の天ぷら、甘エビの頭とカワの素

魚づくし！

な黒板を相手に格闘し、終わると

²°°´

う魚は店主の嶌田さん自らが敦賀

ハマグリのお吸い物など。まさに

文科系の大学教師は、理科系と違い

ニック 2004」を 5 月か

サンガクリニック

で調理されているので、飽きが来

エビとトビウオの刺身、ホウボウ

とは容易ではない。マイクと大き

大津市

いろいろな種類の魚が様々な方法

旧市場商店街から生まれ変わった
海の幸が自慢のお店だ。料理に使

大学教師

たず

さい か

海鮮・ろばた「彩香」は彦根市の

カー教室「サンガクリ

3
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学生を対象にしたサッ
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新鮮な海の幸を楽しむ

新

リーグ）は、京滋の小

かつ じ
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敦賀港から直送

日

京都パープルサンガ（J

【全10 回シリーズ】その⑥

比叡辻
2東

琵琶湖

下阪本6
至浜大津
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関西でお肉と言えば牛肉。
とりわけ滋賀県は近
江牛の産地として名高い。
すき焼、
しゃぶしゃぶ
ステーキ…牛肉にもっと多くの票が集まると
思っていたが…意外にも牛肉支持派が50％強。
2位は鶏肉。
フライドチキンや焼鳥でおなじみ

だが、
4人に1人にとどまる結果に。
投票者が大人
にかたよったからか？
豚肉は大豆以上に必須アミノ酸をバランスよ
く含む優れた食肉なのに、
好きなお肉としてあ
げる人は2割弱。
さて、
お肉を食べない人は魚派あるいはベジタ
リアン？そして
「その他」
を選んだ人は一体ど
んな肉がお好みなのか？羊肉？鯨肉？
これからますます暑い季節に向かう。
好きなお
肉を適度にとって元気に夏を乗り切ろう♪
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