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草津市 / A・SQUARE35
今年9年目を迎える 。 草津駅の西に位置する京滋最大級のショッピン
グセンターだ。ここでは買い物だけでなく季節を感じながら散策ができるよう遊歩
道が設けられている。また毎週土曜日には「街角ライブ」が開かれる。龍谷大学瀬
田の軽音サークル「ソングバード」と、立命館大学草津の軽音サークル「 」
が出演する。詳しくは ホームページにて。
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三種類の味わい方　
　「うなぎのおひつまぶし」

三種類の味わい方　
　「うなぎのおひつまぶし」
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高島郡安曇川町北船木2981 TEL：0740-34-1392
開園時間●9：00～17：00（入館時間は16：30まで）
入園料●無料（駐車場代は有料：普通車500円）
休園日●月曜日と毎月第2火曜日（祝日の場合は除く）
　　　　祝日の翌日（土曜・日曜・祝日の場合は除く）

～ガラスの中の宇宙～安　土
彦  根 ご城下彦根語り部クルーズ

●大津市玉野浦7-4●TEL：077-545-5224
●営業時間：11：30～21：00（LO=20:30）
●定休日：木曜日●駐車場：有り・10台

うなぎ・鯉・すっぽん

■価格は税込みです

（撮影・左近）
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開催中

8/31 
（火）

色鮮やかなトンボ玉のネックレスやチョーカー（ガラスの
工房を開いている横山綾子さん制作）を、大切に集めてこ
られた山本利瀬さんが、その作品の題やイメージを絵手紙
に描いて、共に紹介されています。
●場所：安土町立図書館 玄関ホール
●時間：10：00～18：00●料金：無料●休館日：月・火曜日
●お問合せ：安土町立図書館/0748-46-6479

サマーナイト  ブルーメ日　野

期間中は、子ども縁日も実施。家族そろって楽しもう。
8/13の17：00～はなんと地ビール1杯100円で販売。楽しい
ショーを見ながらの夏の夕涼みをお楽しみ下さい。
詳しくはこちらから　
●場所：滋賀農業公園 ブルーメの丘
●時間：17：00～20：00
●料金：14日のみ入園料（大人400円 小人200円）必要
　　　　但し、園内で使用できる同額の金券をもれなくプレゼント！
●お問合せ：滋賀農業公園 ブルーメの丘/0748-52-2611

夏季特別展 「琵琶湖のプランクトン」草  津

パネルや映像でプランクトンを紹介しています。顕微鏡
でプランクトンを見ることができます！
●場所：水環境科学館●時間：9：00～16：30
●料金：無料●休館日：月曜日
●お問合せ：県立水環境科学館/077-567-2488

8/15（日）
22（日）

自然観察会 お盆の花栗　東

指導員の解説を聞きながら、盛夏の森を歩いてみませんか?
●集合場所：自然観察の森ネイチャーセンター
●時間：13：30～15：00●料金：無料
●服装：動きやすいもの。晴れの日は帽子も忘れずに
●備考：その他、ミニクラフトコーナーも開催しています
●お問合せ：栗東自然観察の森/077-554-1313

8/19 
（木）

■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

子育てと仕事

【お話】その③

まつやま　  かつこ

昭和17年東京生まれ。
東京藝術大学付属音楽
高校を経て同大学音楽
学部卒業。県立石山高校音楽科フルート科講師を19年
間務め、多くの優秀なフルーティストを育てる。22年
前にフルートオーケストラ湖笛の会を結成し、3回の海
外公演を行うなどその活躍は常に注目を集めている。
日本フルート協会常任理事、フルートコンクールの審
査員等を務める。県社会教育委員、各種審議会委員、
甲西町教育委員長、甲賀郡初の女性PTA会長などの実績
から推され2001年より甲西町議会議員、現在2期目。

エイ ス ク エ ア

エイ ス ク エ ア

こい

かばやき

つくだに

船上から比良山系に沈み行く夕日を楽しみながら、「多
景島」や「彦根」の話を聞く。涼風に吹かれながら夏の休
日を満喫しませんか？
●場所：彦根港●集合時間：18：00
●料金：大人1,500円 小人750円
       （乗船料、ボランティアガイド料、消費税含む）
●備考：8/21・22・28・29の4日間限定
●最少催行人員：各日40名
●航路：彦根港18：15→びわ湖トワイライトクルーズ（約60分間）
　　　　→彦根港19：15着
●お問合せ：近江鉄道（株）セールスセンター/0749-22-3313

永源寺 星空観察会「夏の星座と月を見よう」8/21 
（土） ●場所：永源寺町立政所中学校

●時間：19：00～●料金：無料
●備考：事前申込不要
       双眼鏡・望遠鏡をお持ちの方はご持参ください
●お問合せ：永源寺町役場 地域整備課/0748-27-1121

守　山 夏休み自然観察会
昆虫（チョウやトンボ）にふれあう会

8/21 
（土）

夏休みのひととき、公園で自然観察や環境学習に参加し
てみませんか。
●場所：みさき自然公園●時間：9：30～11：45
●料金：無料●定員：20組
●備考：幼児は保護者同伴。
       車で来園の場合、申込み時にその旨連絡必要
●お問合せ：美崎公園管理事務所/077-585-4280

草  津 草津納涼まつり8/23 
（月） 地蔵盆つくりものコンクール・大道芸・本陣コンサート

各商店街の模擬店・各種団体の催し物
●場所：渋川～本町商店街どおり
●時間：18：00～21：00
●お問合せ：草津納涼まつり実行委員会/077-564-5201

山  東 夏休みルッチ子ども祭り
じゃんぐるっち

8/28
（土）

親子で1日楽しめる子ども祭り。ルッチプラザ全体をぐるぐる
巡り、いろんなイベントを楽しもう！親子で工作・ゴム動力自
動車作り・ママのポッケお話会・親子でクッキング・子ども漢
字文化教室・昔懐かし駄菓子屋本舗開店・キッズカラオケ　他
●場所：山東町立町民交流プラザ・ルッチプラザ全体
●時間：9：00～●料金：無料（駄菓子屋とクッキングは有料）
●お問合せ：山東町立町民交流プラザ・ルッチプラザ/0749-55-4550

8/21（土）

瀬田川の東側にある夕照の道。カ
フェやレストランが並ぶ人気スポ
ットに「ちか定」はある。創業30年
以上のこの店は、うなぎ・鯉・ふ
なずしで有名。
今回紹介するのは「うなぎのおひ
つまぶし（1,500円）」。「ひつまぶし」
とは名古屋独特のうなぎの食べ方
で、ちか定では2年前からメニュ
ーに取り入れた。材料のうなぎは
愛知県から取り寄せたもの。ご主
人の近持さんが手際よくさばき、炭
火でこんがり焼き上げる。さてそ
の食べ方は…①一口大に切ったう
なぎをおひつの中でご飯と混ぜて
食べる②薬味のねぎをたっぷり
まぶし、さらにわさびをからめて

食べる③ダシをかけてお茶漬け風
に食べる、というもの。
さっそくいただいてみた。うなぎ
の表面が香ばしく、でも身はふっ
くらやわらか。ご飯
とタレがからまって
とてもおいしい！薬
味をかけたりダシを
かけたり、1つのメニ
ューで3回違ったう
なぎのおいしさを味わえる。これ
はかなり満足。

うなぎ蒲焼、ふな
ずし、佃煮、鯉の
煮つけなどは持ち
帰りができておみ
やげに人気。夏バ
テ防止にうなぎは
いかが？

（取材・鋒山）

せきしょうのみち

＊但し7月21日～8月31日・3月25日～4月7日は無休

安曇川河口近くにある「びわ湖こどもの国」。両脇に

噴水のある「虹の橋」を渡ると一面にきれいな芝生が

目に飛び込んでくる。広場中央

にあるのは「虹の家」。冷暖房

完備の屋内には、卓球台、ト

ランポリン、ちびっ子トラバー

スボード（高さ3ｍ×幅 5ｍの

人工登はん壁）などがあるほか、ブロックなど小さな

子供向けの遊具もある。絵本や図鑑を置いた図書コー

ナー雨天時の昼食場所やゲームにも利用できるフォー

ラム（中2階）、授乳室もあるので

どの年代の家族連れも楽しむ

ことができる。「虹の家」前

にある「創造の丘」には木

製遊具があり、アスレチッ

ク気分が味わえる。「発見の池」

「冒険水路」は全長210ｍ、深さ30ｃｍ。暑い日ざしの中

水遊びをする子どもたちで賑わう。サイクリングステー

ションの変わり種自転車も楽しい（1時間 2人乗り

320円、4人乗り650円）。他にもバーベキューサイト

水泳場（夏休み期間中のみ）があり、存分に遊ぶこと

ができる。宿泊にはテントサイトや虹の家の利用が可

能（夏休み中の予約はほぼ満杯）。

また「おもちゃ作り広場」が人気。

8月は14・17・20・24日に開催予定。

ぜひ親子で参加してみよう。（詳細

は電話でお問い合わせを）。
（取材・佐藤）

はつらつコンサート安　土

音楽療法ではつらつ健康に！
●場所：文芸セミナリヨホール 
●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

城奈緒美（パイプオルガン）＆迫田浩一（リコーダー）

至瀬田
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