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ホワイトデーに、
友人の結婚式・・・
今月、きびしいー

近江八幡市にある「八幡山ロープウ

ェー」。車両をはじめ設備が一新され、

2月26日にリニューアルオープンした。新しくなった

車両は八幡山を彩るサクラとモミジをデザインした「さ

くら号」と「もみじ号」。さっそく乗車！標高差160m、

山頂まで約4分かけてゆっくり上っていく。西の湖が

意外に近く見え、碁盤の目の

城下町・近江八幡を見渡すこ

とができる。山頂には、30分

ほどのハイキングコースがあり、

琵琶湖や比良山系の素晴らし

い眺望が楽しめる。

ロープウェーの創業は昭和37年。山頂にある村雲御所瑞

龍寺は、豊臣秀次の生母が創建したもので、もとは京都

にあった。八幡山に移築されたのを機にロープウェーの

営業が開始された。寺への参拝客に限らず眺望を楽しむ

観光客や地元の人々に親しまれている。

さて、このリニューアルを記念して

近江鉄道と近江八幡観光物産協会が

「近江八幡・七つの秘密を探せ！」キ

ャンペーンを実施中。家族で近江八

幡の歴史に触れてみてはいかが？

新しくなったロープウェーで春の八

幡山を楽しもう。　　　　（取材・川上）

草津市にある「ビストロ　アンファ
ンダルブル」。フランス料理を気軽
に楽しめるカジュアルレストランだ。
オーナーシェフの越村淳一さんは、
本場フランスでの修業やホテルでの
経験を生かし、新鮮な旬の素材で季
節感あふれる料理を作り出す。今回
はビストロランチ（2,625円）をい
ただいた。前菜、スープ、魚料理、
おすすめの肉料理、パン。さらにデ
ザート、コーヒーor紅茶がつく。
前菜のオードブルに登場するホタテ
とホタルイカ、それにメインの魚料
理で出されるイトヨリは、どれも新

鮮で口の中に
うま味がとろ
けるよう。肉
料理はオーガ
ニックチキン
のソテー。絶

妙の塩加減と焼き加減のチキンに、
店名にちなんだ4種のキノコを使っ
たソースがたっぷり（アンファンダ
ルブルとは木の子のこと）。春野菜
が彩りを添えた贅沢な一皿だ。
前菜からデザートま
でどれも最高のおい
しさ！メニューはそ
の日仕入れた素材で
決まるので訪れるた
びに新しいおいしさに出会える。ラ
ンチメニューは他にも「パスタラン
チ(1,260円)」や「プティランチ
(1,575円)」もある。
予算に合わせたパーティプランにも
気軽に応じてくれる。春はお祝い事
の多い季節。心のこもったおもてな
しがうれしいパーティーも素敵。

（取材・鋒山）
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●草津市西大路町4-33シャルムシャトレ1Ｆ
●TEL/FAX：077-563-7291●定休日：月曜
●営業時間：ランチ  11：30～14：00（L.O）
　　　　　 ディナー18：00～21：00（L.O）

ビストロ

春の彩りが春の彩りが
いっぱいのいっぱいの
フレンチはフレンチは
いかが？いかが？

春の彩りが
いっぱいの
フレンチは
いかが？
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彦　根3/13
（日）

3/15
（火）

曲目：W.A.モーツァルト／フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 
　　 テレマン／ヴィオラ協奏曲 ト長調 
　　 W.A.モーツァルト／交響曲 第29番 イ長調 
　　 ベートーヴェン／「大フーガ」変口長調
●場所：ひこね市文化プラザ●開演：14：00（開場13:00）
●料金：全席自由 前売 大人2,000円 高校生以下1,000円
　　　 　　　　 （当日500円増し）
●備考：プレ企画としてオープニングロビーコンサートあり
　　　 開演前13：30からロビーにて開催
●お問合せ：ひこね市文化プラザ/0749-27-5200

第５回ヒューマニティフォーラム大　津3/13
（日）

第1部：基調講演「戦後60年、自治と人権の未来を語る」
　　　野中広務氏（元内閣官房長官・自治大臣）
第2部：パネルディスカッション「共生の21世紀-いま、私たちの手で」
パネリスト：野中広務・青山菖子・J.A.T.Dにしゃんた・宋貞智
進行：河炳俊（近江渡来人倶楽部代表）
●場所：大津市生涯学習センター 多目的ホール
●時間：14：00～17：00●参加者：500名（先着順）●料金：無料
●お問合せ：近江渡来人倶楽部 事務局/077-526-2929

B、C級を中心に解説します。講師：中島裕紀先生（東京
学芸大卒・同大学院修・ブレーメン芸術大学専攻過程
卒。東方音大講師他。
●場所：野洲文化ホール 小ホール●時間：10：00～12：00
●料金：PTNA会員・塚本楽器カード会員 2,500円
　　　 一般 3,000円
●申込先：聴講ご希望の方、近江八幡支部（塚本楽器内）まで
●お問合せ：（社）全日本ピアノ指導者協会
           近江八幡支部（塚本楽器内）/0748-33-5198

■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

野　洲

3月22日の国連水の日に関連し、世界の水事情等のパ
ネル展示です。ビデオ放映：「水の学校は山の中」
●場所：水のめぐみ館アクア琵琶　3階企画展示室
●時間：9：00～17：00●料金：無料
●お問合せ：水のめぐみ館 アクア琵琶/077546-7348

大　津大　津

3/21
（祝） 日本各地から個性豊かな紙芝居がやってきます。

●時間：10：00～16：00●会場：明日都・浜大津2F（元オーパ）
●料金：3才以上100円
●お問合せ：湖都おおつ紙芝居フェスタ実行委員会

（大津市パワーアップ・活動支援事業）
事務局連絡先/077-537-2233

大　津

甲　賀

３種類のイタリア料理・コーヒー（紅茶）・おかし
●場所：地域ボランティアコミュニティーセンター　　
　　　 PIAZZA DELLA MIMOSA（水口町）
●時間：10：00～●備考：各日2名まで●料金：1人  1,500円
●お問合せ：地域ボランティアコミュニティーセンター   
　　　　　 PIAZZA DELLA MIMOSA/0748-63-1757

大　津

夫妻で音楽家として活躍し、ブラームスとも親交の
あったシューマンに迫りながら、器楽曲や歌曲など、
美しいロマン派の作品をご紹介します。
●場所：びわ湖ホール 小ホール●開演：14:00（開場13：30）
●料金：一般3,500円 青少年（25歳未満）2,500円
●備考：6歳未満のお子様ご入場不可
●お問合せ：びわ湖ホール チケットセンター/077-523-7136

陶芸：赤木三枝子/さくら染め：安井未星/ビーズ・和布：
うえだゆうすけ
●場所：地域ボランティアコミュニティーセンター　　
　　　 PIAZZA DELLA MIMOSA（水口町）
●時間：要相談●料金：500円（飲み物とお菓子付き）
●備考：事前連絡必要
●お問合せ：地域ボランティアコミュニティーセンター   
　　　　　 PIAZZA DELLA MIMOSA/0748-63-1757

草  津・栗  東・守  山

沖島と雪の比良山系60
写真左に見えるのは、「伊崎寺の竿とび」で有名な白王町の半島。「竿とび」は僧
や信者が行う修行の1つだったが、現在は厄除けと度胸試しとして多くの若者が
参加する人気行事。その奥に見えるのが琵琶湖最大の島である沖島。雪をかぶっ
た比良山系を背景に、琵琶湖の透明感と島の美しさが際立ちシャッターを切らず
にいられなかった。頬に当たる冷たい風が心地よく、あわただしい日常を忘れる
一瞬だった。 （撮影・山田）

知恵を絞れば如何なる
困難も解決の方法がある

 
近江八幡市宮内町
TEL：0748-32-0303
営業時間：9：00～17：00
料金：大人 片道360円/往復610円
　　 子供 片道190円/往復320円
　　 ※子供は6才以上12才未満

近江八幡市・八幡山ロープウェー近江八幡市・八幡山ロープウェー
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近江八幡市・八幡山ロープウェー
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京都府八幡市在住。（財）

滋賀県産業支援プラザ・
ジェトロ滋賀情報デスク相談員。1936年香川県生まれ。
1960年京都大学法学部卒業。伊藤忠商事（株）入社。
繊維の羊毛、繊維部門企画統轄を経て、物流子会社
で国際貨物を担当。その間、豪州駐在、韓国、中国、
その他東南アジア、ヨーロッパ、米国等、世界各地
に出張。2002年４月より現職。
座右の銘：知恵を絞れば、如何なる困難も解決の方法がある

ランチタイムガイドランチタイムガイド

セルフ式ガソリンスタンドを利用しますか？セルフ式ガソリンスタンドを利用しますか？セルフ式ガソリンスタンドを利用しますか？（神崎郡能登川町からの眺め）

●応募期間：4月28日（木）まで
●実施場所：八幡山ロープウェー／かわらミュージアム
　　　　　 白雲館／八幡堀／市立資料館
●内容：上記施設またはロープウェーを利用して応募用紙を受け

取り、クイズに正解すると抽選で以下の商品が当たります！
彦根プリンスホテル・奥琵琶湖マキノプリンスホテル
宿泊券・近江八幡市の特産品など

●お問合せ：八幡山ロープウェー/0748-32-0303

スモーキークオーツと淡水パールとスワロフスキーの
ネックレスを作りましょう!高級感ある仕上がりです。
●場所・時間：3/17(木)南草津フェリエ5階
　　　              18:00～21:00(遅れてもOK)
    　　　　3/22(火)栗東公民館 18:00～21:00(遅れてもOK)
　　　　　　3/24(木)守山市民交流センター
                     18:00～21:00(遅れてもOK)

●料金：1,500円(材料費のみ)
●お問合せ：濃姫ビーズ 担当・大西
            090-3872-1232
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