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愛　東 ラベンダー押し花のはし袋作り

草　津

わくわく水のサイエンス 「ヘロンの噴水」
●場所：滋賀県立水環境科学館
●時間：14：00～（約1時間）
●料金：無料
●定員：先着30名・館内にて当日受付（事前の予約も可）
●備考：できるだけ多くの方が参加出来るよう配慮して
　　　 いますが、申込多数の場合は参加をお断りする場    
　　　　合があります
●お問合せ：滋賀県立水環境科学館/077-567-2488

浅　井 バーデプール体験教室募集
水中歩行教室とは、水の浮力を活かした運動をすること。
プールの横と下からでているジェット水流はマッサー
ジ効果もあります。健康づくりに参加しませんか？
●場所：バーデあざい
●時間：13：30～14：15
●料金：600円（お風呂＋プールの料金）
●申込方法：電話またはバーデあざいフロント受付まで
●定員：先着10名●対象：成人18歳以上
●お問合せ：バーデあざい/0749-76-1126

今　津 「琵琶湖周航の歌」音楽祭 合唱コンクール
今年で第８回目を迎える合唱コンクール。
合唱団が参加して、課題曲「琵琶湖周航の歌」と自由曲
でハーモニーを競います！
●場所：今津文化会館
　　　　（ 近江今津駅より、湖岸方向約2分） 
●時間：11：00（開場10：00）●料金：無料
●お問合せ：今津文化会館/0740-22-1764

蒲　生 親子で日曜大工教室
親子で一緒に日曜大工をしませんか？とってもかわい
いキリンの椅子を作ります。ぜひ参加してくださいね！
●場所：蒲生町あかね文化センター 工芸室
●時間：13：30～16：00●料金：親子で1,500円（1個分）
●対象：小学生以上の親子●定員：先着親子20組
●持ち物：かなづち・のこぎり・さし金・三角定規・スチール巻尺
●お問合せ：蒲生町あかね文化センター/0748-55-0207

栗　東 若竹チャリティー講演会
市田ひろみ 輝いて生きたい

現在、服飾評論家としてご活躍中の市田ひろみさんの
幅広い経験からくる、楽しく、元気の出るお話です。
●場所：栗東芸術文化会館さきら 大ホール
●時間：13：00（開場12：30）●料金：2,500円
●お問合せ：若竹チャリティー実行委員会/077-565-0178

●場所：八日市市立図書館
●時間：13：30～15：00
●料金：無料
●対象：子どもに関わる大人の方
　　　わらべうたや絵本に関心のある方
●定員：先着60名
●申込方法：八日市市立図書館カウンターで受付
　　　　　 （電話も受付可）
●お問合せ：八日市市立図書館 /0748-24-1515
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守　山 プリザーブドフラワー作品展
生花のままの美しさやみずみずしさ、やわらかい感触
を楽しむことができる「魔法の花」プリザーブドフラワ
ーの作品約20点
●場所：守山市駅前総合案内所
●時間：7：30～19：30
●料金：無料
●お問合せ：守山市駅前総合案内所/077-514-3765

長　浜

浜田博行（ ）/古谷充（ ）/高岡正人（ ）
大澤善樹（ ）/西本憲史（ ）
●場所：県立長浜文化芸術会館
●時間：14：00（開場13：30）
●料金：前売2,500円 当日3,000円

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

もりもりやま芦刈園芦刈園もりやま芦刈園
守山市

ダービースタリオン０４全書
エンターブレイン ¥1,575

いきなり！黄金伝説。超節約レシピ７０ 最強アイデア料理
テレビ朝日事業局コンテンツ事業部 ¥750
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紀伊国屋書店 大津店調べ

オレンジペ－ジcooking クッキン！夏おかずレシピ
オレンジペ－ジ ¥500

韓流スタ－の時代 冬のソナタ ペ・ヨンジュン チェ・ジウ１
HOT CHILI PAPER PLUS エイチ・シ－・ピ－ ¥1,000

Roman album 韓流ドラマstar・story 永久保存版
HOT CHILI PAPER編集部・韓ﾄﾞﾗﾌｧﾝ同好会 徳間書店 ¥1,300
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ボリュームとボリュームと
お手頃価格で評判お手頃価格で評判
ボリュームと
お手頃価格で評判

●草津市野村3-3-21●TEL：077-563-2805
●定休日：日曜日●P有り
●営業時間：AM11:30～PM2:30（LO2：00）

PM5:30～PM9:00（LO8：30）

お食事処
中華料理

「失われた10年」と言う言葉をご存
知だろうか？バブル崩壊後、確か
に日本は多くの財産を失った。し
かし、これは単に経済だけのこと
ではない。経済の低迷によって希
望や勇気を失い、未来を構築する
「志」をもトーンダウンさせてしまった。
だが、もっと危険なことは、私た
ち日本人が世界中から高く評価さ
れてきた「品性」を目減りさせて
しまっていることである。
今から約40年前、1960年代半ばに
私は単身アメリカへ渡った。当時
1ドルは360円。日本の経済力はま
だまだ小さく、アメリカの大学に
留学する学生は珍しかった。しか
し、東洋の貧しい国から来た交換
留学生をアメリカ人は一度も見下
すことは無かった。
第二次大戦で敗戦した日本は一瞬
全てを失ったかに思われたが、「日
本人は礼儀正しく尊敬に値する」
と世界の人々から賞賛されていた。
柔道、剣道、空手、茶道、華道…
サムライ日本は健在だった。日本

人は公徳心、品性に長けていると
理解されていた。
しかし、昨今、新聞紙面で政治家
の汚職や若者の犯罪を見るにつけ
あるいは列車の中で若者が優先座
席に堂々と座る姿を見るにつけ
あの「品性」はどこへ行ってしまっ
たのか？と、不安でたまらない。
「失われた10年」という言葉の中か
らまず、私たちが取りもどさなけ
ればならないのは「品性」である
ことを訴えておきたい。
「信用があればモウケは後から付い
てくる」とは、先人、近江商人の
教えである。

取りもどしたいもの

  【全10回シリーズ】その⑦

おかち　  かつじ

※上記は税込価格

プリプリ ２００４年 ７月号
世界文化社 ¥1,080

(メス　20才)
雑種

大　津 天文ドーム公開
太陽黒点・プロミネンスの観察

ふれあい水体験学習
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近江八幡 長命寺紫陽花コンサート6/26
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あ じ さ い

なかだいら ほづみ と い み ち お

たかし そ う と う

京都パープルサンガ育成普及部 木之本町スティックホール（木之本）
若竹チャリティー事業実行委員会

フルートオーケストラ

湖笛の会

ひらいけ

ひらいけ

たんかいこ

●場所：大津市科学館
●時間：①12:00～12:20　②15:00～15:20
●料金：無料
●対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
●定員：各回先着40人・当日受付（開始30分前から）
●備考：雨天中止
●お問合せ：大津市科学館/077-522-1907

13歳のハローワーク
村上龍 幻冬舎 ¥2,730

た

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。

ワルシャワ美術館にて

奥様と店長

写真：中平穂積

川島隆太教授の脳を鍛える携帯版大人のドリル
川島隆太 くもん出版 ¥735

角川書店 ¥2,100
untold scandal『スキャンダル』ペ・ヨンジュン初主演映画

visual book 

ランチタイムランチタイム
ガイド

中華料理「ときわ」は、草津市の
野村運動公園のすぐ西側にあるお
食事処。
以前は、うどんや丼、定食が中心
だったが、中華の修
業をした息子さんが
10年前から店を切り
盛りし、中華のメニ
ューが豊富になった。
お昼は各種定食が人
気で、「唐揚定食（650円）」、「卵
皮春巻き定食（700円）」、「酢豚定
食（800円）」などがある。
今回は「唐揚定食」と「カニあんか
けチャーハン」をいただいた。大き
な唐揚は、表面はパリパリなのに中
身はジューシーという食感がたまらな
い。定食には味噌汁、サラダ、漬物、

大盛りのごはんが
つく。

定食の他に特に人気なのが「カニ
あんかけチャーハン（650円）」。
カニ風味のあんかけがチャーハン
とよくあい、大皿からこぼれそう

なほどの量だ。唐揚もチャ
ーハンも大変おいしくて
大満足なメニューだ。
奥には座敷もあり5名～50
名様ぐらいまでの宴会も可
能。予約制だが値段に合わ

せたコース料理もＯＫ！研究熱心
なご主人の創作料理もあり、リピ
ーターが多いの
もうなずける。

（取材・鋒山）

アジサイが見頃の季節に

なりました。芦刈園内には

ヨーロッパから集めた西洋

あじさい50品種5,000本と

日本あじさい50品種5,000本

が植栽されています。他にハナ

ショウブなども楽しめます。

カキツバタの群生地として有名な今津町平池は箱館山の北に位置する。以前は徒
歩で行くしか手段がなかったが、今は「家族旅行村ビラデスト今津」までの道が
整備されたので、すぐ近くまで車で行くことができる。旅行村を通り抜
け淡海湖（処女湖）に向かうと、木立の間からうっすらとカキツバタの
紫色が見えてくる。ここには約１万本のカキツバタが自生しており毎
年6月初旬から中旬までの一週間ほどが見頃となっている。これからの
季節は、モリアオガエルの白い大きな卵の観察ができる。　

6/21
（月）
25（金）
28（月）

（撮影・北中）

（撮影・北中）

ジャズに出逢う夏・展

「子どもの心と言葉を育てましょう
    -わらべうたと絵本を中心に-」

C 2004 Warner Bros. Harry Potter Publishing Rights c J.K.R.

テーマ：愛をかなでる
曲目：愛の喜び・愛のあいさつ・愛のセレナーデ　他
出演者：フルート・中山登志子/ヴァイオリン・塩沢まり子
　　　　チェロ・若林さより/ピアノ・岸本佳美
●場所：長命寺
●時間：16：30～17：30●料金：無料
●備考：1時間前（15：30）から長命寺山麓から8合

目まで無料シャトルバス運行。駐車場
が不足します。できる限り車でのお越
しはご遠慮下さい。雨天時は屋内で開
催します。入場制限あり

●お問合せ：近江八幡観光物産協会
　　　　　　0748-32-7003

写真でわかる臨床看護技術―看護技術を徹底理解！
村上美好 インターメディカ ¥2,625

長浜ジャズライブ
浜田博行＆古谷充 奴頭クインテット

あ し か り え ん

あしかりえん

■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

講演会

ラベンダーを使った箸袋はお客様へのおもて
なし用に ！ミニリースにオリジナル
ラベンダーポプリのサシェを3個つけたリ
ースは、キュート＋いい香り！
●場所：愛東マーガレットステーション
●時間：9:30～16:00
●料金：はし袋/2枚100円 リース/500円
●備考：期間中毎日開催
●お問合せ：愛東マーガレットステーション

ラベンダーサシェの香りリース作り
ジャズの魅力をアートの視点から感じてみま
せんか。 ジャズジャイアンツと呼ばれる名演
奏家たちの息づかいまで聞こえてきそうな力
作約100点。
●場所：館内 展示室●時間：9：00～17：00
●料金：無料●休館日：月曜日

●お問合せ：県立長浜文化芸術会館/0749-63-7400

写真・中平穂積×版画・戸井三千男×切り絵・よくにたかを
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