市民創造事業

方）☎０９０ ２０６１ ５
１３５番、ＦＡＸ
１
-３
３３番まで。

申込・問い合わせ先 庭師集
団いろは組（〒５２２ ０
-３
５２ 多賀町久徳５６４ -）
☎０８０ ５
- ３６１ ４
-９
０７番 （森口方）

井伊家ゆかりのふく福
めぐり 開催中！

根観光協会
実施団体 井伊家ゆかりの文
化と社寺巡り実行委員会
問い合わせ先 ㈳彦根観光協
会☎
０
- ００１番

彦根製の自転車タクシー
彦根リキシャでニッポン

10

集

ご しょ いん とう

なお なか

30

集

▲松原下屋敷の古写真

を走る
彦根市内にある井伊直弼ゆ
彦根から横浜を完走
か り の 寺、 神 社 が 企 画 し た
しました
「井伊家ゆかりの文化と社寺
巡り」が始まりました。知っ
彦根製の自転車タクシー
ているようで知らない彦根の
「彦根リキシャ」で、彦根から
寺、神社をこの機会に巡って
横浜 約４５０㎞を 日間を
ください。
かけて無事完走しました。８
歩いて回るのは、しんどい
月 日㈬に彦根を出発し、途
中、彦根とつながりが深い 犬
という人には、ベロタクシー
による社寺巡りが、特別価格
山城・名古屋城・安城市・岡
崎城・浜松市井伊谷の龍潭寺・
で運行しています。
参加社寺 大師寺、千代神社、 浜松城・掛川城・茅ヶ崎市に
済福寺、宗安寺、北野神社、 立ち寄り、８月 日㈯に横浜
開港記念事業のＹ１５０トゥ
埋木舎、滋賀縣護国神社、長
寿院、龍潭寺、多賀大社
モローパークにゴールしまし
た。立ち寄り場所では、どこ
開催期限 平成 年３月 日
でも熱烈な歓迎を受け、応援
㈬
メッセージやぬいぐるみの交
参加方法 朱印帳（７００円）
換をしました。
に、 社 寺 で ご 朱 印 （ ３ ０ ０
機会があれば、がんばって
円）をいただき、満願成就
くれた彦根リキシャに、一度
の人にはプレゼントを差し
乗車してみてください。
上げます。
ご朱印帳売り場 参加 社寺、 問い合わせ先 ひこね自転車
生活をすすめる会（エコス
ゆらっと遊覧彦根城お堀め
タイル自転車内）☎
２
ぐり乗船場、いらっしゃい
９０１番
ませ館 （観光案内所）
、㈳彦

学年は応募時のものです
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楽々園建造物 （御書院棟）
保存整備工事現場見学会
を開催します

22

井伊家 代当主直中は、文化 年
たいいん
（１８１３）の退隠 （隠居）に際して、
楽々園の大規模な増改築を行いまし
た。増改築は数年を要し、各所の建物
に及んだことが知られています。御書
院棟もその一例でした。
御書院棟は、平成 年度から３年を
かけて、全解体修理を実施し、現在解
体工事を進めています。文化財建造物
の修理工事は、建築当時の部材をでき
るだけ再利用して建て直しを行うた
め、建物調査を実施しながら、手作業
で解体していきます。
今回、文化財建造物の解体現場の見
学会を開催します。
開催日時
月４日㈰ 午後２時か
ら同４時 （雨天決行）
集合場所 楽々園玄関前
募集定員
人 （先着順）
募集期間 ９月 日㈬〜同 日㈬
申込方法
教育委員会文化財課に電
話、ファクスで申し込んでください。
また、教育委員会ホームページから
申し込むこともできます。ファクス・
ホームページで申し込む場合は、住
所、電話番号、氏名を書いてくださ
い。
問い合わせ先
教育委員会文化財
課☎
５
５
- ８３３番、ＦＡＸ
８ ９ ９ 番、 Ｅ メ ー ル : bunkazai@
mx.hikone.ed.jp

21

22

募

23
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松原下屋敷（お浜御殿）で
庭園講演会を開催します
〜同 時 分
場所 松原下屋敷 （松原町）
講演 松原下屋敷の庭園の見
方について
なか
たかひろ
講師 仲 隆裕さん（京都造
形芸術大学教授）
定員
人（申込多数の場合、
抽選）
申込期限 ９月 日㈮
申込方法 往復はがきの往信
の裏面に、郵便番号・住所・
氏名・電話番号・年齢を、返
信の表面にも郵便番号・住
所・氏名を記入して、申し
込んでください。
その他 駐車場が少ないため、
公共交通手段をご利用くだ
さい。

43

31
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11

30
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文化財建造物と一体を成す
庭園も貴重な文化財の一部と
して評価してほしい。そのた
めには、庭師がキーマンにな
ると考え、立ち上がった若き
庭師集団が「いろは組」です。
いろは組は彦根市指定文化
財の「辻番所」の庭園を年間管
理しています。今回、庭園を
身近に感じてもらおうと、国
指定および彦根市指定文化財
（名勝）である松原下屋敷の庭
園で、特別史跡・彦根城跡保
存整備実施計画検討委員会委
員を講師に招き、わが国唯一
しおいり
の淡水を利用した汐入形式の
手法を用いた庭園の講演会を
開催します。
日時
月 日㈯ 午前 時
10

募

り

10

30
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子が人と話すことを怖がらないように、
が怖くなってしまいました。知り合い
その手助けをしてあげよう。絶対にあ
の人を見ると、かくれてしまう性格で
きらめない。
」と心に決めました。
した。
はじめは、やっぱり、こちらから話し
手紙を読んで初めて知った悲しい事
かけても無反応で、どうしたらいいの
かなと、ずっと悩んでいました。でも、 実です。いじめをした人は、その人の
笑顔を奪い、心に深いきずを負わせて、
しつこいけど、毎日毎日声をかけるこ
どんな気持ちなんでしょう。私は、そ
とによって、その子の笑顔を見ること
の子がどれだけつらい想いをしたのか、
が増えてきて、本当にうれしかったで
考えるだけでくやしいです。手紙のつ
す。トランペットも上手になってきた
づきに、こう書いてありました。
し、声を聞く回数も増えてきたし、何よ
「先輩が私の心を開いてくれたんで
りうれしかったのは、向こうから、
「こ
す。
」
「こんな私でも誰かの役に立てる
こがわからないので、教えて下さい。
」
んだ。
」と思いました。私は、彼女から
と言ってくるようになったことです。
たくさん学びました。今、彼女に伝え
あきらめないことの大切さを知りま
たい言葉。
「ありがとう。
」
した。もちろん、その子が努力したか
らこそ、変われたのですが、その変化
を近くで見守ることができて、本当に
選
評
よかったです。
トランペットパートの後輩を指導す
引退式の日、トランペットパートの
るうちに、後輩が少しずつ心を開いてく
子達から手紙をもらいました。たくさ
れてきていることへの喜びとともに、こ
んの「ありがとうございました。
」を見
れまで後輩が受けてきた「いじめ」の体
験を初めて知ったときの驚きと怒りは、
ていると、トランペットパートで本当
先輩・後輩の関係を越えて人間的なつな
によかった、私は幸せだな、と思いま
がりを感じます。それがお互いへの「あ
した。
りがとう」になったのではないでしょう
人と話すことが苦手だった彼女の手
か。人の役に立つことって、充実感があ
紙を読んで、
私は涙が出てきました。そ
り素晴らしいことですね。
の子は、小学生の頃いじめられて、人

10

七曲り地域の歴史を学ぶ
勉強会を開催します
中山道から彦根城下へ入る
通りに形成された通称「七曲
り」
。歴史的建造物も多く残る
いわ
通りは、その謂れや大きな金
色の彦根大仏、仏壇街など魅
力につきません。今回、市民
創造事業での絵本作成にあた
り、彦根城博物館学芸員を講
師に迎え、
「七曲り」の歴史に
ふれたいと思います。気軽に
参加してください。
日時 ９月 日㈮ 午後６時
分から
場所 彦根商工会議所３階・
第２研修室
講師 野田浩子（彦根城博物
館学芸員）
参加料 無料
申込・問い合わせ先 電話、
ファクスで氏名・連絡先を
ＮＰＯ法人リンクス （柴田

ゆ

ありがとう
まえがわ

前河 有里 さん （東中学校３年）
私は、この夏、吹奏楽部を引退しま
した。私はトランペットを担当してい
ました。
二年生の春、たくさんの一年生が入
部してくれました。トランペットには
六人。元気で明るい子がほとんどでし
たが、
一人元気のない子がいました。そ
の子とは小学校が同じでした。その子
には弟がいます。小学生の頃、初めて、
その子を見た時の印象は、今でもよく
覚えています。
「弟の面倒をよく見てあげてて、やさし
い子だなぁ。きっと、トランペットも
がんばってくれるだろう」と思ってい
ました。
しかし、その子はなかなか音が出ま
せんでした。楽譜も読めない、
音楽につ
いて何も知らない、そして何より私が
困ったことは、
「どこがわからんの？」
と聞いても返事がかえってこないこと
でした。顧問の先生に相談してみると、
その子は人と話すのがとても苦手らし
い、ということがわかりました。それ
を知った私は、
「少しずつでいい、この
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