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●草津市下物町1431●TEL：077-568-3078
●営業時間
  ショップ　　9：00～18：00
  レストラン 10：00～22：00(L.O.21：00)
  そば処ろっくべい  平日   11：00～15：00
                    土日祝 11：00～16：00
  収穫体験コーナー 平日    10：00～12：00
                    土日祝 10：00～16：00
　  （野菜は100g100円。とうもろこしのみ1本250円/1人5本まで）
●休園日：火曜日（祝祭日の場合は翌日）
●

●草津市大路1-15-39●TEL：077-562-1009
●営業時間：月～土11：30～24：00（L.O.23：30）
            日曜日 11：30～17：00（L.O.16：30）
●不定休
●駐車場：小汐井神社または草津駅前地下駐車場
※2,000円以上お食事をされた場合1時間の駐車券を渡します
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cafe+bar FioLE

9/26
（火）

開催中

9/15
（金）

9/1
（金）

大　津

9/10
（日）

近江八幡

●場所：ウェルサンピア滋賀(近江八幡市北之庄町615/0748-32-3221)
●開演：14：00●料金：無料
●備考：近江八幡駅から無料送迎バスあり。行きは13：00～13：45まで15分毎。帰りは順次
　　　　近江八幡駅まで。
●お問い合わせ：ターミナルケア講演会委員会/0748-32-5211

グリグリーンあーンあふれる店内でれる店内で
オリジナルナル料理
グリーンあふれる店内で
オリジナル料理

季節の果物と野菜の
収穫体験
食べる楽しみもいっぱい
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街角情報

彦　根

●場所：彦根城博物館(彦根市金亀町1-1)
●時間：8：30～17：00（入館は16：30まで）●料金：大人500円 小中生250円
●備考：期間中休館日なし。9/26(火)は一部閉室。
●お問い合わせ：彦根城博物館/0749-22-6100

9/1
（金）

日  野

●場所：熊野神社・野神山(蒲生郡日野町中山1931)●時間：13：00～16：00ごろまで
●お問い合わせ：日野観光協会/0748-52-6577

9/3
（日）

開催中 愛  荘

9/9
（土）

米  原

●場所：ルッチプラザ・ベルホール310(米原市長岡1050-1)
●開演：14：00(開場：13：30)●料金：全席自由/一般前売り1,500円 当日2,000円
●お問い合わせ：ルッチプラザ/0749-55-4550

●場所：愛知川びんてまりの館(愛知郡愛荘町市1673)
●時間：10：00～18：00●料金：無料●休館日：月・火曜日
●お問い合わせ：愛知川びんてまりの館/0749-42-4114

●場所：ぎゃらりい杣の道(大津市葛川坂下町平/077-599-2524)
●時間：10：30～18：00●料金：無料●定休日：火曜日
●お問い合わせ：榊 始/0740-38-5567

草津駅前商店街にある「フィオーレ」は、カ

フェ風にアレンジした料理が楽しめる店。

オーナーシェフの松本英紀さんが和洋の

料理経験を生かし、毎日その日の気分で

オリジナル料理を作るという。

今回ご紹介するのは「フィオーレランチ

（1,200円）」。前菜、日替わりの料理にサラ

ダ、スープ、ライスorパン、デザート、

ドリンクがつく。

この日のメーンは「はものフリットトマトク

リームソース」。ふわっと、軽く揚げてあ

るハモが濃厚なソースとよく合う。デザ

ートはガトーショコラクラシックと抹茶の

クリームチーズ。しっとりした生地が口

の中でとろける。

前菜からデザートまで、おいしさと量に

大満足！
他にもメーンがパスタに変わる「リエー

トランチ（1,200円）」や「日替わりランチ（850

円）」などがある。

松本さんは「スタッフ全員が積極的に意見

交換し、これからもどんどんいい店に変

化していきたい」と意欲的に話す。

6月のリニューアルでソファー席が増え、ま

すます人気のフィオーレ。

明るい店内でゆったり過ごしたい。

                                         （取材・鋒山） 

行楽の秋！
秋の行楽特集
第1弾 比良で思いっきり遊ぼう！
大津市北小松にある「比良げんき村」は、1986（昭

和61）年に誕生した野外活動施設。常設テント

や炊事場が完備したキャンプ場、アスレチッ

クや長さ72ｍもあるローラー滑り台など、家

族連れにうれしい施設が充実している。

また敷地内には「木工作等実習室」や「天体観

測施設」があり、体験学習も楽しめる。

「天体観測施設」は最新の機能を持った望遠鏡による天体観測が自慢。土星の輪や、

日中なら太陽の表面に生まれるプロミネンスフレヤー（紅炎）、黒点活動も観察で

きる。プラネタリウムは寝転んで見るのがポ

イント。曇りの日はここで星空を勉強しよう。

また「木工作等実習室」の焼杉体験で壁掛け

やハンガーなどを作って記念にするのも楽

しい。

隣接する「比良山岳センター」にはスポーツク

ライミング用の人工登はん壁がある。ボタ

ン1つで高さ15ｍもある壁の角度を変えることができる。

これはアジアで初めての施設だ。ただし使用するには

講習会に参加する必要があるので、詳しくはセンター

に問い合わせること。「いろいろな施設はもちろんで

すが、眼下に広がる琵琶湖の景色も十分楽しんでくだ

さい」と、比良げんき村の松田さん。

近くには県下一の落差を誇る「楊梅の滝」もある。この

秋は自然を満喫しながら体を鍛えよう。  （取材・大西）

●大津市北小松1769-3●TEL：077-596-0710
●入園時間：9：00～17：00
●入園料：無料
●休園日：月曜日(祝日のときは翌日)・年末年始

キャンプ場・天体観測施設・木工作等実習室の利用には、そ
れぞれ以下の料金が必要。
【市内】大人210円　小中高生100円
【市外】大人310円　小中高生210円
  ※予約制：10日前までに電話で予約してください。
  ※天体観測施設については、土日祝は常時開館

●大津市北小松1769-3●TEL：077-596-0780
●時間：8：30～17：00
●休館日：月曜日(祝日のときは翌日)・年末年始

ノラマ写真近江パ
街角情報で紹介した「比良げんき村」には、ローラー滑り台以外にもロープのぼりや冒険岩、ターザンライダ街角情報で紹介した「比良げんき村」には、ローラー滑り台以外にもロープのぼりや冒険岩、ターザンライダ
ーなどがある。写真はロープのぼりで、網状に組まれたロープを登っていく遊具だ。小学生くらいの子供ならーなどがある。写真はロープのぼりで、網状に組まれたロープを登っていく遊具だ。小学生くらいの子供なら
するすると上まで登っていけるので、親子で楽しめる。取材日は天候に恵まれ、木立の向こうには琵琶湖が見するすると上まで登っていけるので、親子で楽しめる。取材日は天候に恵まれ、木立の向こうには琵琶湖が見
渡せた。秋にはお弁当を持ってもう一度来たいという衝動にかられた。渡せた。秋にはお弁当を持ってもう一度来たいという衝動にかられた。（撮影・大西）（撮影・大西）
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●キャンプ場入退時間（持ち込みテントのみ・42サイト）
　宿泊   15：00～翌10：00
　日帰り 10：00～15：00
●天体観測施設　
　開館時間 9：00～22：00
  所要時間 約1時間／定員40名
●木工作等実習室
　開館時間  9：00～17：00/材料費別途
   所要時間　約1時間/定員40名(利用は10名以上から）

●大津市北小松1769-3●TEL：077-596-0780
●時間：8：30～17：00
●休館日：月曜日(祝日のときは翌日)・年末年始

●宿泊料金（1泊風呂付き）
  【県内】大人2,070円　小中高生1,300円
  【県外】大人3,105円　小中高生1,950円
  予約制：使用日の前日までに申請書提出。
  50人まで収容可能。
●人口登はん壁
   月に1度の講習会受講者のみ使用可能。
　前日までに予約。
  受講者2～3人がリーダーとなって、子供会で指導・使用
  などもできる。

ようばい
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この夏、すべての家族に贈る、
笑いと涙にあふれた心温まる感動作！

草津市下物町に

あるロックベイガ

ーデンを訪ねた。

昨年夏にオープ

ンした農業体験

施設で、週末に

は多くの来園者

でにぎわう。

体験農園ではジャガイモやトウモロコシ

などの収穫や、春にはイチゴ狩りが楽し

める。収穫できたものは有料で持ち帰れ

るので「野菜が実っている様子を観察し、

自分で収穫し、そして味わう喜び」が体験

できる。ふだん土に触れる機会の少ない

子どもらにぜひ楽

しんでほしい。

農園内の花畑では、

バジル、タイム、ミント

などのハーブ類や、

コスモス、千日

紅などの摘み取

りができる（1本

10円）。

「ショップでは、こ
れから秋にかけ
て花の苗が豊富
にそろいます。苗
と鉢を選べばス
タッフが無料で寄
せ植えを指導しますので、気軽に声をかけて
ください」とスタッフの中西さん。
おなかがすいたらレストランに寄ってみよ

う。農園で採れた新鮮な野菜やハーブが

味わえる。本格的な料理や手作り豆腐、

野菜サラダがセットになった「食彩ランチ

(1,350円)」がおすすめ。

他にもテラスでのバーベキュー (要予約)や

農園で採れたイチゴ入りのジェラート、「そ

ば処ろっくべい」の手作りそば、地元の米

を土鍋で炊いたおにぎりなど、食べる楽

しみもいっぱい

そろっている。

       （取材・鋒山）

こ う

2006年度滋賀県立比良山岳センター
人工登はん壁 利用講習会日程
9月10日（日）、10月8日（日）、11月12日（日）、12月10日（日）
詳しくは、お問い合わせください。

2006年度滋賀県立比良山岳センター
人工登はん壁 利用講習会日程
9月10日（日）、10月8日（日）、11月12日（日）、12月10日（日）
詳しくは、お問い合わせください。

いつもと同じ24時間が、今日は特別な24時間になる。
特別なこの日だから、私は秘密の賭けをする。
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