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●草津市矢橋町1518-３●TEL：077-562-8669
●営業時間：平日11：30～15：00　土日祝11：00～20：00
　※そばがなくなり次第営業終了
●定休日：火曜日●駐車場：10台

手作りのそのそばを味わ味わう
落ち着いち着いた雰囲た雰囲気の中で気の中で

手作りのそのそばを味わ味わう
67（昭和42）年、大阪府枚方市生
まれ。岡山理科大学・立命館大
学大学院卒業（ＭＢＡ）。97（平成９）
年、日光精器入社。98（平成10）年、
代表取締役社長就任。主に大
手電気メーカーのプラスチック部
品の生産からＰＭＳという独自の
事業方法で企画や設計、生産
など、顧客のニーズに応じたサー
ビスを提供。社員と社会が幸せ
になる「ニコニコライフ」をモットー
に、企業の社会貢献を目指す。

、 を明記の上、
と 、 、 と共にお送りください。複数のペットの

応募の場合は、名前と写真が一致するように明記ください。

〒523-0893 近江八幡市桜宮町294 ＹＰ１株式会社ヤマプラ 滋賀ガイド・Ｏｈ！Ｍｅ編集室 
滋賀ガイドにも掲載されます。複数の投稿の場合も一回の掲載となります。お送りいただいた写真は返却できませんのでご了承ください。
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草津市矢橋町の石臼挽きそば処「白帆」は、

今年７月にオープンしたばかりの本格手打

ちそばが食べられるお店。

店主の今井教央さんが厳選した国産のそば

の実を毎朝、石臼で精製。ひきたて、打ち

たて、ゆがきたての三拍子そろったそばがい

ただける。

今回いただいたのは

【天ざるそば】（1,500円）

作りたてのそばは香りが良く、コシがあっ

て抜群。ツルっとしたのどごしで、いくら

でも食べられそうだ。

揚げたての天ぷらは大きなエビ２匹と季節

の野菜。カリっと揚がっていてボリュームも

程良い。

「作りたてのそばを落ち着いた雰囲気の中

でゆっくり味わっていただきたい」と店主の

今井さん。

甘いものが好きな方には、そば粉で作ったダ

ンゴ入りの「そばぜんざい」(600円)もお薦め。

洋風のモダンな外観はそば屋とは思えな

い良い雰囲気で、店内にはおしゃれなクラ

シック音楽が流れる。

年末の慌ただしさを忘れてゆっくりとそばを

味わってみては？

ただし、その日作っ

たそばがなくなる

と閉店するのでお

早めに。(取材・鋒山)

そばみそ（250円）
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  安　土

1/3
（木）

●場所：大津市坂本本町4220●時間：23：45～
●料金：1,000円（幸先矢授与者）５人で１回（予定）
　　　 入山料は大晦日17：00～元旦8：00まで無料
●備考：31日、比叡山・奥比叡ドライブウエイ終夜営業（天候などの事情で変更する場合あり）
　　　 31日、23：05～鬼追い行事、牛王印の授与も同時に行われる（根本中堂前にて）
　　　 　　22：00ごろ～甘酒・大根だき無料接待あり(先着1,000人）
●お問い合わせ：077-578-0001

栗　東

●場所：栗東芸術文化会館さきら　中ホール（栗東市綣２-１-28）
●開演：18：30（開場18：00）●料金：一般3,600円
●備考：未就学児の入場不可、託児あり（1,000円、定数あり、１歳未満要相談、１/８までに予約）
●お問い合わせ：栗東芸術文化会館さきら/ 077-551-1455

1/12
（土）

大津・長浜

●場所：大津会場/ニチイ大津校（ＪＲ大津駅前日本生命大津ビル９階）
　　　　長浜会場/ニチイ長浜校（長浜市八幡東町48-１ＯＳビル２階）
●時間：10：00～17：00※受付随時。個別対応●料金：無料
●お問い合わせ：ニチイ大津校/077-526-3643、長浜校/0749-68-2882（受付時間：月～金曜日・9：00～17：15）

大　津

●場所：びわ湖ホール　大ホール（大津市打出浜15-１）●開演：15：00(開場14：30）
●料金：Ｓ席3,000円 Ａ席2,000円 青少年（25歳未満）1,000円(全席指定）
●備考：６歳未満の入場不可
●お問い合わせ：びわ湖ホールチケットセンター/ 077-523-7136

米　原開催中

●場所：米原市伊吹山文化資料館（米原市春照77）
●時間：9：00～17：00 ●休館日：12/27～１/５、７、15、21
●料金：一般100円 中学生以下50円 ※市内小中生は無料
●お問い合わせ：米原市伊吹山文化資料館 / 0749-58-0252

東近江

1/21
（月）

1/27
（日）

●場所：世界凧博物館八日市大凧会館（東近江市八日市東本町３-５）
●時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）●休館日：1/９、15、16
●料金：一般200円 小中生100円
●お問い合わせ：世界凧博物館八日市大凧会館/ 0748-23-0081

彦根城

彦　根
●場所：彦根市金亀町１-１（彦根城内・時報鐘）
●時間：23：30～24：30（先着順）
●備考：１日10：00からは先着500人に振る舞い甘酒あり
●お問い合わせ：0749-22-1411（彦根市役所観光課）

甲　良
●場所：犬上郡甲良町大字池寺26●時間：23：40～
●拝観料：無料●備考：振る舞い酒あり●お問い合わせ：0749-38-4008

愛　荘
●場所：愛知郡愛荘町松尾寺874●時間：23：00～●拝観料：無料
●備考：振る舞いうどんあり●お問い合わせ：0749-37-3211

東近江
●場所：東近江市百済寺町323●時間：23：30～(受付22：30～22：45）
●拝観料：無料●備考：懐中電灯持参
●お問い合わせ：0749-46-1036

長命寺

近江八幡
●場所：近江八幡市長命寺町157●時間：23：45～●拝観料：無料
●お問い合わせ：0748-33-0031

●場所：安土町文芸セミナリヨ（蒲生郡安土町大字桑実寺777）
●開演：14：00（開場13：00）●料金：一般2,500円　ペア4,500円（全席指定）
●備考：13：20～開演前のロビーコンサート（フルート）あり
●お問い合わせ：安土町文芸セミナリヨ / 0748-46-6507
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多賀大社

多　賀
●場所：犬上郡多賀町大字多賀604
●時間：31日15：30～除夜祭
　　 　１日0：00～歳旦祭・ご神火の儀・初詣　
　　　 ３日11：00～翁始式　
　　　　１～６日　賀状展
●拝観料：無料●お問い合わせ：0749-48-1101

白鬚神社

高　島
●場所：高島市鵜川215
●時間：31日16：00～大祓式・除夜祭
　　 　１日0：00～授与所受付開始　7：00～歳旦祭　8：00～17：00一般祈祷
　　 　31～１/５湖中大鳥居ライトアップ
●拝観料：無料●お問い合わせ：0740-36-1555

長　浜
●場所：長浜市宮前町13-55
●時間：31日15：00～大祓式　19：00～除夜祭
　　 　１日0：00～元旦祭　新春初琴演奏
　　 　新春ちくわまき（２回）ちくわの中に多数の福当たりあり
　　　 ２日9：00～日供始祭
　　　 ３日9：00～元始祭
●拝観料：無料●お問い合わせ：0749-62-0481

苗村神社

竜　王
●場所：蒲生郡竜王町大字綾戸467
●時間：31日23：30～振る舞い甘酒　23：00～重要文化財楼門ライトアップ
　　 　１日0：00～歳旦祭　5：00～初神楽　14：00～新年祭
●拝観料：無料●お問い合わせ：0748-57-0160

日牟禮八幡宮

近江八幡
●場所：近江八幡市宮内町257
●時間：31日15：00～大祓式　17：00～除夜祭
　　　　１日0：00～新年報鼓、振る舞い酒　6：00～歳旦祭
　　　　２日10：00～湯立て神楽
　　 　３日11：00～御田祭
●拝観料：無料●お問い合わせ：0748-32-3151

太郎坊宮

東近江
●場所：東近江市小脇町2247
●時間：31日14：00～師走大祓式
　　　　１日0：00～甘酒接待（１杯100円） 5：00～初詣で歳旦祭
●拝観料：無料●お問い合わせ：0748-23-1341

野　洲
●場所：野洲市五条566
●時間：１日0：00～歳旦祭
　　　１～３日9：00～16：00書き初め自由、振る舞い甘酒、神矢・お守りなど縁起物・授与品頒布
●庭園拝観：300円（１～３日は無料）●備考：12/30～１/10はちょうちん400個が点灯
●お問い合わせ：077-589-2072

日吉大社

大　津
●場所：大津市坂本５-１-１
●時間：31日15：00～大祓式・除夜祭
　　　 １日0：00～第一番祈祷 5：00～歳旦祭・大戸開 神事
●拝観料：中学生以上300円　小学生150円　小学生未満無料
●お問い合わせ：077-578-0009

私は67（昭和42）年に枚方市に生まれ

た。姉２人に続く長男なので本来なら

跡継ぎとして育てられるところだった

が、父は私に会社を継がせるような話

は全くしなかった。工場と家が離れて

いたこともあって、高校生ぐらいまで

は会社の規模も事業内容も知らな

かった。ただ幼少のころ、年末の餅

つき大会に連れて行ってもらったこと

があり、父が会社を経営していること

は知っていた。

親子の会話は少なかったが、大学受

験を控えて初めて進路を相談したと

ころ、理系を薦められ、岡山理科大

学工学部に入学し、寮生活を始めた。

寮では食事の心配がなかったが、規

則は厳しかった。アルバイトは一切禁

止。夜の門限は10時、友だちと遊ぶ

にも不自由した。部屋のスリッパを並

べていなかったり、トイレの電気を消

し忘れていたりすると、部屋の全員が

寮長に怒鳴られた。

しかし、厳しいだけではなく、入学し

て様子の分からない１年生に先輩が

授業のカリキュラムの組み方を教えて

くれたり、大学のいろいろな情報を

教えてくれたりと、人間関係が良かっ

たのは幸いだった。

ところが、２年生になると何と、私が

寮長に選ばれた。うれしかったのは、

それまでは厳しい規則に音をあげて

寮を出る学生が多かったが、私が寮

長の時は退寮者が一人も出なかった

ことである。

寮生活は２年間と決まっていたので、

３年生になるとアパートを借りて一人

暮らしになった。実家からの仕送り

はあったが、自分で稼ぎたいという思

いが強かったので、生活費は家庭教

師やイベント会場でのテント設営など

のアルバイトで賄った。

父から「大学に通えることを当たり前だ

と思うな」と言われていたので、「入学

したからにはとことん勉強しよう」と

決めていた。そのお陰で、卒業後は

奨学金制度を利用して大学院に進む

ことができた。一方、クラブで合気道

にも打ち込み、目標の黒帯を取るこ

とができた。

家から離れて、逆に父とは少しずつ共

通の話題が増え、会社の話も聞くよ

うになった。クラブの合宿費用を稼ぐ

ために父の工場で友だちとアルバイ

トをしたこともあった。

卒業を控えた92（平成４）年はバブル

経済が崩壊し始めていたものの、大

学の就職課には大手企業からびっくり

するほどの求人があった。それゆえ、

大手企業に憧れていた私は学校推薦

で松下電工へ就

職することにした

……と、まあ、こ

こまでは順風だっ

たのだが……。

どころ

おおはらえしき
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おきなはじめしき


