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毎
ランチタイムガイド

日

新

聞

（第3種郵便物認可）

教えて！ 新商品や気になる話題、お話うかがいました。

毎

（第3種郵便物認可）
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道の駅

日

新

湖北みずどりステーション
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ウナギのすき焼き？名物
「じゅんじゅん」
を味わう
環境への配慮と耐震に対応した
リフォームローンって……？

̾ȞɜᩖȾնșᴞ
公開中

よりも寄せ鍋に近い。あっさりしたダシ汁で、ゴボ
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ウや白菜などの野菜と一緒に煮て食べる。トロッと

（火）

お話を伺ったのは……
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ゲンがたっぷりで美容にも良
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いと言われる。
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他にも建物の１階では湖北地
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スープ。4 種類の中から選べるスープと、牛

ȾЎᣯȁȇȒǰȋȌǻʍɸɌʛʃʐ

乳や卵を使わずあっさり仕上げたパンが実

ʛʖȓȅǗЎᣯҋ |xᶚȓ௶۪

彦根市の近江高校近くにあるフランス料理

によく合う。ファンが多いのも納得だ。
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店「ル・セル ポワヴル」
。

肉料理はポークフィレのパネマッシュルー

「ル・セル ポワヴル」はフランス語で塩・こ
しょうの意味。
「料理の原点を大切にしたい」

お肉にマッシュルームのエキスが凝縮され

というオーナーシェフ・杉本敏明さんの思

たソースがたまらな

いあふれる店である。

い。彩りを添える野

今回は「レディースおしゃべりコース
（1,850

菜に春を感じる。

円）
」をいただいた。オードヴル 2 品、パン

ランチは他にも「シ

包みスープ、魚料理 or 肉料理、パン、さら

ェフにおまかせコー

にデザート、コーヒーor紅茶がつく。

ス（2,500 円）
」
、平

まずは、つぶ貝とサーモンの自家製スモーク、

滋賀銀行営業統括部
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湖北町の湖岸道路沿いにある「道の駅・湖北みずど

匹入り／ 350 円）も人気だ。甘

りステーション」
。

みのある「もち大豆のお味噌」
、

「湖北野鳥センター」が隣接していることから、ド
ライバーだけでなく観光客や大勢のカメラマンで賑

んじゅん定食」
。地元ではすき焼き

鳥たちが眺められ、今の時期
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のことを「じゅんじゅん」と呼ぶ。

は夕陽と竹生島が並んでまさ
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湖北の漁師達が肉の代わりにウナ

に絶景。バードウォッチング

日のみの「ランチ

ʃᄧჽȓʐʛʖȾȀҋၶȁȸȷ୭Ǹ
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ギを焼いた時に「ちゅんちゅん」

と湖北の味が楽しめる。

イカスミのテリーヌなど新

（1,200円）
」がある。
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と音がすることから名づけられた

鮮な魚介類を使ったオード

（取材・川上）

アルプラザ

古沢町

彦根東高校

彦根駅

彦根
市役所
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●東浅井郡湖北町今西1731‑1
●TEL：0749‑79‑8060●定休日：毎週火曜日
●営業時間：9：00〜19：00
（4月〜9月）9：00〜18：00
（10月〜3月）
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尾上温泉

琵琶湖水鳥・
湿地センター
ဳဴພ
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介します。
●場所：銅鐸博物館●時間：9：00〜17：00
（入館は16：30まで）
●料金：大人200円 学生150円 小・中学生100円
●お問い合わせ：銅鐸博物館/077‑587‑4410
米
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1面 関連記事
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（土） 振付・構成・演出:北村成美
●場所：栗東芸術文化会館さきら 小ホール
●開演：17日(金)19:30 18日(土)15:00/19:30
＊18日は2回公演＊開場はいずれも開演の30分前
●料金： 一般2,500円 こども(中学生未満)1,500円
＊全席自由＊当日500円増し
●備考：4歳より入場可
●お問い合わせ：Ca・Ballet 公演事務局/075‑724‑6502
（平日10時〜18時）
栗東芸術文化会館さきら/077‑551‑1455

湖北町
役場
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ホームページ：

（日）
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関ヶ原の合戦で特に武功もなく、
外様大名だった一豊が
なぜ土佐20万石もの所領を得られたのかが判明します。
●場所：ウォーターステーション琵琶
●時間：13：30〜2時間程度●料金：無料
●対象：中学生以上●定員：30名
（要予約）
●お問い合わせ：ウォーターステーション琵琶事務局/077‑536‑3520
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高島総合運動公園内にある今津スタジアム。
今春、
設立された社会人クラブチーム
「OBC高島」
の本拠地。
「OBC高島」
は米大リーグ・ブルワーズの大
家友和投手がゼネラルマネージャーを務めるチームで、
今後の活躍が期待される。
運動公園には他にも屋内プールやテニスコート、
フットサルコ
ートなど施設が充実。
冬の運動不足を解消するのにお勧め。
お問い合わせ：高島総合運動公園／0740‑22‑5555

野
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滋賀銀行 各店窓口まで
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（取材・田中）

お問い合わせ：
᷅ᶮ୫ȃǻɜɢʛɫȃȋǢȃǸǺȿǣ

です。
もともと左義長は中国漢時代の正月行事として行わ

ンには誰にも負けないアーティストが
溢れているのだ！！精鋭たちが、
米原の
ビッグステージへ集結する……
●場所：滋賀県立文化産業交流会館
●開演：13：00
（12：00開場）
●料金：一般1,000円 高校生以下500円
＊当日300円増し
●お問い合わせ：滋賀県立文化産業交流会館/0749‑52‑5111
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近江鉄道
本線

船町

彦根城
博物館
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河毛駅

玄宮園
彦根城

線
ＪＲ琵琶湖

彦根署
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カラオケ

ʇʟʒʓʴʽɹ
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近江パノラマ写真

県立彦根
総合運動場
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●彦根市松原町3428‑5 キャッスルハイツ1F
●TEL：0749‑26‑0770
●定休日：毎週月曜日
（祝日は営業）
●営業時間：ランチ 11：00〜15：30
（L.O14：00） ※有効期限：3月末まで
ディナー 17：30〜22：00
（L.O20：30）
●èôôðº¯¯óåìðïéöòå®âìïç´°®æã²®ãïí¯
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近江高
ユーストア
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というが、料理はすき焼きという
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4面 関連記事
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（日） 昨今の日本の、そして滋賀のロックシー

道路
高速
名神
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（日）

れたイチゴなど、おいしいも
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環境こだわり農産物に認証さ

2 階の展望台からは琵琶湖の水
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ここで評判なのが「ウナギのじゅ
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（土） 1602（慶長7）年の検地帳や城山の記録などの古文書を紹

のてんぷら（１パック 13 〜 15
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近江八幡

●場所：日牟禮八幡宮
●時間：11日 13：00〜・12日 10：30〜●料金：無料
●お問い合わせ：
（社）
近江八幡観光物産協会/0748‑32‑7003

買える。実演販売される小鮎

ȌǽȓȖǻࣚȒȚ͟ސȓȮ᐀᫆ȗ
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くの尾上漁港で獲れた湖魚が
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大豆、麦などの特産品や、近

のがたくさん。
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賀

（日） れ、爆竹によって厄除けしたといわれています。

域で採れた新鮮な野菜、米、

わう。
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志

●場所：喫茶＆ギャラリー るーむ
●時間：10：00〜18：00●料金：無料
●お問い合わせ：喫茶＆ギャラリー
るーむ
/077‑594‑3573

（土） 毎年3月中旬の土・日曜に、日牟禮八幡宮で行われる火祭り
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ル ポワヴル特製のパン包み
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越田さん

ヴルに舌鼓。そしてル・セ
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ムソース春野菜添え。柔らかくヘルシーな
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した食感がとってもおいしい。ウナギの脂はコラー

大人気！
パン包みスープと
一緒に楽しむ
春のフレンチ
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（撮影・北中）

（祝）

happysmile
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びわ湖ホールが贈る、
新シリーズのオーケストラコンサート！
【曲目】
ベートーヴェン：交響曲第6番
「田園」
ブリテン：若い人のための管弦楽入門 ほか
【管弦楽】
大阪フィルハーモニー交響楽団
●場所：びわ湖ホール 大ホール●開演：14：00
（13：15開場）
●料金：S席4,000円 A席3,000円 B席2,000円
青少年（25歳未満）S席〜B席すべて1,500円
●備考：6歳未満のお子様ご入場不可
●お問い合わせ：びわ湖ホールチケットセンター

■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

