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大河(タイガー）
日本猫 メス １歳３ヵ月
取り入れてすぐの洗濯物が
大好き！なぜか『おかっつぉ
さん』というと、どこにいて
も走ってくる。

桃香(モカ）
日本猫 メス ３ヵ月
飼い主が寝ていると『ブーブ
ー』と言いながら顔の周りを
くるくる回って最終的に鼻
をなめてかじる。

空(クウ）
日本猫 メス ９歳
飼い主の側にきて、ピアノ演
奏を聞くのが好き。
よその猫とけんかをして、勝
って帰ってくるボス的存在。

わが家のペット自慢

1958（昭和33）年、大阪生まれ。静岡
大学卒。1984（昭和59）年、滋賀ダイ
ハツ販売に入社。1994（平成６）年、
社長に就任。ダイハツ車全車種の
販売と中古車の販売などを行う。
昭和45年以降、県下トップの販売
台数を誇り、1988年には県下で初
めて新車の販売台数１万台突破。
社内に「滋賀掃除に学ぶ会」の事
務局を設置し、独特の掃除方法に
よる自分磨きを実践中。

●近江八幡市江頭町480-1ＧＡＴＯＵＪＹＵ ＳＱ●TEL：0748-32-1251
●営業時間：11：00～22：00（L.O.21：30）●定休日：水曜日・第2火曜日
●http://www.shop-aula.co.jp/

LUNCHTIME GUIDELUNCHTIME GUIDELUNCHTIME GUIDE

住空間の
エキスパートが
こだこだわりの
食空間を提案！
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10/14
（土）

10/21
（土）

10/19
（木）

10/28
（土）

多　賀

●場所：キリンビール株式会社 滋賀工場（犬上郡多賀町敏満寺1600）
●時間：9：00～16：00（閉館17：00）●料金：無料
●備考：10/30（月）は閉館。電話予約が必要です。
　　　　工場見学希望の場合は、15：00までに入場。
●お問い合わせ：キリンビール株式会社 滋賀工場 見学予約受付
                 0749-48-2810

守　山
●場所：守山市民ホール玄関ロビー（守山市三宅町125）
●開演：17：00●料金：無料
●お問い合わせ：守山市民ホール / 077-583-2532

10/14
（土）

近江八幡

●場所：ＹＭＣＡ喫茶 ハーモニー（近江八幡市鷹飼町537-3/0748-32-0350）
●時間：13：30～16：00●料金：無料
●お問い合わせ：工藤寿士 / 0748-33-7002

10/15
（日）

大　津

●場所：水のめぐみ館アクア琵琶（大津市黒津4-2-2）
●時間：13：45～14：45・15：15～16：15●料金：無料●定員：各回35人
●備考：当日12：00より受付にて整理券を配布。
●お問い合わせ：水のめぐみ館アクア琵琶 / 077-546-7348

10/16
（月）

日　野

●場所：日野町町民会館わたむきホール虹（蒲生郡日野町大字松尾1661）
●開演：18：30（開場：18：00）
●料金：前売り2,500円（当日2,700円） ペア4,000円（前売りのみ）※4歳以上有料
●お問い合わせ：日野町町民会館わたむきホール虹/ 0748-53-3233 

10/21
（土）

近江八幡

●場所：近江八幡市人権センター3Ｆふれあいホール
       （近江八幡市鷹飼町南4-4-4）
●開演：13：30
●料金：会員無料（会費で入場できます）
        会員になるには、入会金＋2か月分の会費が必要。
●お問い合わせ：近江八幡おやこ劇場 運営委員長 川村/ 090-8938-4501

草津・栗東

●10/19 フェリエ南草津 18：30～20：30（草津市野路1-17-2）
　10/21 草津市立まちづくりセンター 14：00～16：00
        （草津市西大路町9-6/077-562-9240）
  10/28 　栗東ウイングプラザ 13：30～15：30(栗東市綣2-4-5 / 077-552-1143）
●料金：3,000円(教材費、針、糸全て込み)
●申し込み締め切り：各日5日前
●備考：体験作品は番組の色とは異なります。
         5色あるのでご連絡ください。
●お問い合わせ：のうひめビーズ 大西
              090-3872-1232

11/1
（水）

開催中

10/16
（月）

彦　根

●場所：滋賀大学経済学部附属史料館 1階展示室（彦根市馬場1-1-1）
●時間：9：30～16：00●料金：無料
●休館日：10/22、28、29、11/3、11、12
●お問い合わせ：滋賀大学経済学部附属史料館 /0749-27-1046

11/17
（金）

たんぞう

まぬが

き た ろう

滋賀ダイハツ販売株式会社は祖父によっ

て1954（昭和29）年に設立された。膳所藩

の鍛冶職人だった先祖が、農機具や自動

車部品を扱う鍛造業を興したことがそも

そもの始まりである。

営業が好きだった祖父は自動車販売の道

に進み、滋賀ダイハツ（株）を創業したの

だが、資金繰りが悪化したため1963（昭和

38）年に倒産の危機に陥ってしまった。

ダイハツ工業との必死の交渉のおかげで

倒産は免れたが、経営権を失い、同社か

ら社長が派遣されてきた。その後、ダイ

ハツ工業の後押しもあって事業は回復し、

大阪の商社に勤めていた父が1966（昭和41）

年に社長に就任、商号を滋賀ダイハツ販

売（株）とした。さらに４年後には県内で

の新車販売台数トップの成績を収めるこ

とに成功したのである。

1958（昭和33）年に大阪市で生まれた私は、

5歳で草津市に引っ越してきた。父は仕

事で忙しいにも関わらず、休日には自転

車に乗ったり野球をしたり、よく一緒に

遊んでくれた。

音楽と自然が大好きだった私は、膳所高

校から静岡大学に進学し、農学部でバイ

オリンやピアノなど、木材を使う楽器に

親しんだ。社長の息子とはいえ必要最低

限の仕送りしかなかったため生活は苦し

かったが、アルバイトをしながらバンド

三昧の充実した毎日を送っていた。

学生の私には実家の事業を引き継ぐ意思

など全くなく、卒業後は静岡にある電子

楽器メーカーのローランドに就職した。

このころは喜多郎や冨田勲の活躍でシン

セサイザーの需要が急激に伸びていた時

代で、生産管理を任された私は忙しい毎

日を送っていた。やがて４年目を迎える

ころ、父から「ローランドで役職につく

前に退社して、滋賀県に帰ってこい」と

電話がかかってきた。跡継ぎの自覚など

持たない私だったが、父の「おじいさん

が作った会

社なんだぞ」

という一言に、

創業者の孫

としての立場

を悟った。今の自分があるのは滋賀ダイ

ハツが倒産寸前の危機に陥った時に、な

りふりかまわずメーカーに頭を下げに行っ

てくれた祖父のお陰だ。この会社を守る

のは自分しかない……ようやく決心のつ

いた私は実家へ戻り、滋賀ダイハツ販売

に入社することになった。

とみ た いさお

ざんまい

上映案内

2006「オトシモノ」フィルムパートナーズ ｃ

近江八幡市の「ＭＥＳＡ ＤＥ ＡＵＬＡ」は、こだ

わりのインテリアショップ「アウラ」がプロ

デュースするカフェ。「住」だけでなく「食」も

楽しめるようにと2年前にオープンした。ア

ジアン・テイストで統一された店内は落ち着

いた雰囲気。座敷や12人がけの大テーブル

があり、グループにも人気。

今回ご紹介するのは

【アウラランチ】（1,050円）
・日替わりのワンプレート
・サラダ ・スープ ・ライス

この日のワンプレートは「地鶏のグリルのア

ラビアータ」に「豆腐のカポナータのせ」、「い

んげんとじゃこの炒め物」。

自然飼育された京赤地鶏はやわらかくとて

もジューシー。トマトソースでさっぱり頂

ける。和洋とりまぜたメニューで野菜がた

くさんいただけるのがうれしい。ライスは

アレルゲン物質を取り除いた二十穀米だ。

「産地直送の食材にこだわり、体によいもの

を提供したい」とシェフの西居直樹さん。全

国から取り寄せた食材を吟味し、オリジナ

ル料理に仕上げる。

「笑顔とあいさつは日本一」をめざし、気軽

に入ってもらえる店作りを心がけていると

のこと。

毎月行われているランチバイキングやジャ

ズライブなどのイベントも人気だ。（取材・福本） 

※アラビアータ：トウガラシを使って辛味をきかせた料理のこと
※カポナータ：イタリア料理で野菜の煮込みのこと        
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■シャトルバス運行ダイヤ■

9：05
（発）

10：58
（発）

14：50
（発）

9：38
（着）

11：31
（着）

15：23
（着）

9：17 11：10 15：02

9：23 11：16 15：08

9：26 11：19 15：11

9：37 11：30 15：22

9：48
（発）

13：54
（発）

15：34
（発）

10：18
（着）

14：24
（着）

16：04
（着）

9：49 13：55 15：35

9：57 14：03 15：43

10：0014：06 15：46

10：06 14：12 15：52

ハイキングやピクニックにぴったりの季節、栗東市にある「金勝山ハイキングコー

ス」を歩いてみた。ここは天狗岩や耳岩などの奇岩や琵琶湖・比良山の眺望が楽

しめるほか、国指定史跡「狛坂磨崖仏」や湖南の名刹「金勝寺」などがあり、歴史探

訪も楽しめる。いくつかのコースがあるので、体力や時間と相談して決めよう。

手軽なコースとしては、麓に広がる「金勝山県民の森」がオススメ。琵琶湖を見

下ろす眺めがすばらしく、広々した公園はお弁当を広げたり運動をしたりする

のにぴったり。

また「県民の森」近くにある「こんぜの里バンガロー村」にはジャングルジム、ネッ

ト登り、木登りなど子供向けの遊具があって親子で楽しめる。

おなかがすいたら隣接する「道の駅こんぜの里りっとう」へ。レストランではイノ

シシ肉を使った「シシ丼」や「こんちゃんラーメン」などの人気メニューがある。

10月と11月の土・日・祝日

には、ＪＲ栗東駅と手原駅

から「こんぜシャトルバス」

が運行される。「金勝寺」

や「九品の滝」、「県民の森」

などを巡るのに便利。フ

リーパスは大人800円(小

学生400円)、区間内1日

中乗り放題。　（取材・白崎）
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●栗東市役所観光振興室
　077-551-0126（平日のみ）

道の駅こんぜの里道の駅こんぜの里りっとう道の駅こんぜの里りっとう


