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Webサイト、twitterと連動して
マチの出来ゴトを伝えます
がんばる人を応援します

m_toyonakaikeda

Human

中学２年、山本恭華さん
夢は世界を舞台にダンス
sakozo

放

課後は毎日、梅田のダンススタ
ジオに通い、午後１１時まで基

本レッスンを受ける。舞台やイベント
を控えている時は、基本レッスンを受
けた上でさらに練習をする。時には午
前５時まで続くこともある。
山本恭華（きょうか）さんは、豊中
市立第十八中学校の２年生。学業の傍
ら、ヒップホップダンサー、ＫＹＯＫ
Ａとして、テレビや舞台、イベントな
どで活躍している。
小学校２年生の時にダンスを習い始
め、ダンス教室で出会った仲間と一緒
にコンテストに挑戦するようになっ
た。今夏には中学生の日本１を決める
「ＤＡＮＣＥ ＡＴＴＡＣＫ」で優勝
を果たした。
「踊る時に一番大切にしているのは
グルーヴやフィーリング」
グルーヴとは、音符や拍子では表現

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

できない高揚感や“ノリ”のこと。理
論的に割り切れないだけに、身につけ
るには練習や経験を積み重ねなくては
ならないが、努力は結果につながると
信じている。
「踊るのは楽しいし、コンテストに
優勝した時の嬉しさは魅力」
今の悩みは、仕事と学業の両立。授
業についていくのは大変だが、卒業後
はダンスの専門学校ではなく、普通高
校に進学したいと考えている。
「ダンス漬けの毎日だから、学校で
は気持ちを切り替えたい」

豊中市立第十八中学
校の廊下でポーズを
とる山本恭華さん。
現 在 は、 埼 玉 県 に
住 む MIRAI さ ん と
チ ー ム「STROKE
（ストローク）」を結
成し、チームとして
ソロとして活躍中

取材中、恭華さんは何度かダンスの
練習を「修行」と表現した。厳しい練
習を続けられるのは夢があるからだ。
「将来は海外でも活動したい。世界
のどこに行っても“ダンスのＫＹＯＫ
Ａ”とわかるように」
って何？

twitter は、個々のユーザーが「ツイート（つぶやき）
」
と 呼 ぶ 短 文 を 投 稿 し て、 ゆ る い つ な が り が 発 生 す る
コミュニケーション・サービス。携帯電話、iPhone、
iPad、パソコンなどから参加できます。

この地域密着新聞は、twitter 情報も取り入れ、豊中市北部、
池田市南部のエリアのお宅に無料配布しています。

マチゴト 豊中・池田公式twitterアカウント

m_toyonakaikeda

公式サイトへ
携帯電話から
アクセス

Staff

（早川方子）

編集長
：梶川伸
編集記者
：礒野健一、進藤郁美、早川方子
企画編集協力
：跡部徹（空気読み）
アートディレクション：黒須信宏（CrossDesign）
Webプランニング ：梅澤幻、久保田一城（ベクターデ
ザイン）
中尾治人、間野健介、
望月克将
広告企画
：新広社、毎日新聞ローカル
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Calendar

１２月前半の催しピックアップ

Bussiness

豊中・池田発ガンバルジャン④
keniso

machigoto-toyonakakita

1日（水）
ＳＴＡＣＩＡタッチdeポイントキャンペーンin豊中（3月15日まで）／豊中市内の対象店
飲食店、美容室、食料品店など、対象店舗で買うと、ＳＴＡＣＩＡポイントをゲットできる。参加方法とキャン
ペーン対象店舗はホームページで確認（http://stacia.jp/）
。

４日（土）

メ

ッセージオフィスＦｕｗａｒｉ

五寳さんと話すことで素直に出て来る

――

という。大学に進学して初めて一人暮

いつも近くにいる人へ、遠く離れた

らしをする息子に、
「お守り代わりに」

大事な人へ、伝えたい思いはあるけれ

と母の思いが詰まったメッセージブッ

ど、どうしたらうまく伝えられるかわ

クを作ったこともある。

男女共同参画社会をめざす市民フォーラム「女性の安全・まちの安全を考えよう」／池田市民文化会館コンベンションルーム

からない。とよなかインキュベーショ

依頼に応じて五寳さんが製作するほ

14 時開演。倉田薫・池田市長をコーディネーターに、終身刑の設立を求めて日本全国をバイクで走り回ってい
るストッキ・アルベルトさん、藤岡淳子・大阪大学大学院教授、伏尾台安全パトロール隊がパネルディスカッショ
ン。無料。定員 150 人。要申し込み。池田市人権推進課 072-754-6231。

ンセンター（豊中市蛍池中町３）に事

かに、手作り教室も行っている。小さ

務所を構えるメッセージオフィスＦｕ

いながらしっかりとした製本技術を使

第七十回大阪大学落語会／池田市民文化会館小ホール

ｗａｒｉ代表の五寳（ごほう）美奈子

い、１時間半～２時間で完成させる。

14 時開演。阪大落研の定期落語会。入場無料。http://www.geocities.jp/handai̲raku/

さんは、そんな思いを「手のひらサイ

１１月の教室に参加した安居（あぐ

太鼓集団「疾風（かぜ）」結成十周年記念公演／池田市民文化会館アゼリアホール

ズのメッセージブックに綴って贈って

い）香織さんは保育園に通う長男に贈

16 時開演。池田市古江の保育所の保護者と保育士が、
地元から何か発信しようと 2000 年 12 月に結成した太鼓集団。
現在は市内の祭りや福祉施設など毎年約 30 公演を開催している。前売り大人 1000 円、当日 1500 円。全席自由。
池田市民文化会館 072-761-8811。

みては」と提案する。

るという。
「今年お兄ちゃんになって、

5日（日）
豊中市青少年吹奏楽団演奏会／豊中市民会館大ホール
14 時開演。
「オペラ座の怪人」
「美女と野獣」
「愛のテーマ」ほか。無料。中央公民館 06-6866-0555。

6日（月）
市民星空観察会／豊中市大島町３のグリーンスポーツセンター

五寳さんが６年前、初めてメッセー

少し寂しい思いをしているかもしれな

ジブックに思いを綴った相手は、自分

いけど、１番最初の宝物はあなただよ

の子ども。思いのほか喜んでくれたの

と伝えたい」
。三井里絵さんは今年生

がうれしく、このささやかなプレゼン

まれた息子に「生まれてきてありがと

トをもっとたくさんの人に知ってもら

う」と贈る。お姉ちゃんになった長女

いたいと、２０１０年３月にＦｕｗａ

からのメッセージも添えるつもりだ。

ｒｉを設立した。

18 時半〜 20 時半。雨天、曇天時は 7 日、8 日に順延（当日 17 時決定）
。天体望遠鏡で季節の星を観察。小学生
以下保護者同伴。無料。豊中市青少年課 06-6866-3030。

8日（水）
地産地消／生活情報ひろば（豊中市・くらしかん１階）
10 時〜 12 時
（売り切れ次第終了）
。市内や近郊の米や卵、
野菜などの食品を頒布。
マイバッグ持参で。とよなか消費者協会 06-6858-5060。

五寳さんは「依頼主のほとんどは女

ホームページを通じて依頼を受け製

性。男性から贈るのは照れもあって難

作を行っているが、大事にしているの

しいかもしれませんが、もらった方は

は「できる限り、依頼主と直接会って

絶対にうれしいはず」と、男性からの

話をする」こと。伝えたい相手には恥

依頼も待っている。

ずかしくて言えない言葉が、第三者の

（礒野健一）

１１日（土）
さざなみコンサート・ひびけ心のハーモニー／池田市民文化会館アゼリアホール
13 時半〜 15 時半。ピアニストの平原誠之さんと音楽サークル「ドレミの会」が演奏。司会は笑福亭瓶太さん。
500 円（全自由席）
。池田市障害者団体連合会 072-753-6776。

１２日（日）
おたなで笑って厄払い／池田市・サカエマチ商店街エコミュージアム
落語「ふぐ鍋」
「春を待つ雪」のほか大喜利など。13 時開演、入場無料。いけだ 3C 072-751-5591。

１３日（月）
手作りケーキでクリスマス／キッチン（豊中市・くらしかん１階）
シフォンケーキ、蒸しケーキ、クッキーの作り方教室。13 時半〜 15 時半。参加費 500 円（材料代）
。6 日（月）
10 時にくらし館受付で申し込み。定員（20 名）を超えると抽選。とよなか消費者協会 06-6858-5060。

18日（土）
大阪国際空港クリスマス市民コンサート2010／北ターミナル2階出発ロビー・特設ステージ
12 時〜 17 時。ＪＡＬスカイ大阪空港オペレーション部、池田オカリナ倶楽部、豊中市のコーラスほほえみ、宝
塚少年少女合唱団など約 10 組が演奏。無料。大阪国際空港ターミナル事業部 06-6856-6626。
催し情報をお寄せください。
メール（info-toyonakaikeda@machigoto.jp）か、
郵送（〒 530-8251 大阪市北区梅田 3-4-5 毎日新聞ローカル）で。

石臼挽きの厳選宇治抹茶を
使用して、甘く深みのある
味わい。

11 月に行われた手作り教室の様子。右端が五寳美奈子さん。12 月の教室は 7 日と 10 日にとよな
かインキュベーションセンターで開催。問い合わせは 080 － 2419 － 8181

抹茶入上煎茶

丁寧な二段火入れ加工で
ハイメッシュ三角バッグ。
中身は深蒸し製法の茶葉の、 お茶の旨みたっぷり。
まろやかな味わい。

えない！
買
は
で
ー
スーパ

先着

今なら
分を
ら5日分を

お客様の声
コクと旨みがあって 急須でいれたお茶の よう
静岡県出身でお茶にうるさい主人も大満 足！
ティーバッグなのに香りがとてもいい

無 料プレゼント!
ゼン
40,000名様に 無料プレゼント!

ご応募はケータイ・Webから…http://www.brooks.co.jp/tb5/8628/
（株）ブルックス 〒225-8739 横浜市青葉区美しが丘4-54-6

美味しいお茶が勢揃い！
お買い求めなど詳しくはＨＰで！
ブルックス人気No.1!
抹茶入上煎茶
ティーバッグ1袋（約50個入）
内容量 150g
(ティーバッグ1個あたり3g)

1,050円（税込）
大袋なっとくセット
【セット内容／計4袋】

・抹茶入上煎茶ティーバッグ １５０ｇ
（３ｇ）
×２袋
・ほうじ茶ティーバッグ ２００ｇ
（２ｇ)×１袋
・抹茶入玄米茶ティーバッグ １４０ｇ
（２ｇ）
×１袋

送料無料! 2,980円（税込）
http://www.brooks.co.jp/
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Children

子育てワンポイントアドバイス

Family

Children

わが家の宝もの

そーっとね！
みき
（１歳）

sakozo

公

sakozo

sakozo

共の場で騒がしい我が子、どう

するなどして、今は静かにすることを

すればおとなしくなる？――

約束させる。それでも、
「２、３歳の

小

子に言って聞かせるのは無理」と言い、

ん。周囲の人や物をジッと興味深そ

年末年始は子ども連れで出かける機

会が増える。列車などの公共機関や店 「おもちゃや絵本で気をまぎらわせる
などで走り回り、大きな声を出す子ど

さいながらも、どことなく落

バ

ち着いた雰囲気のある元春く

んなで手に乗せて見ていまし

た。

うに観察しています。

みき「そーっとね！ み・る・だ・

のは効果的」と、ヒントを示す。

もは多い。親として気になるのは周囲

ッタやカマキリを捕まえ、み

け！！」
えり「コワイ！！」

おもちゃがなければハンカチなどを

の目。注意しても言うことを聞かず、 折り紙代わりにしてもいい。

はやと「ギュッしたら あかん」

さらに厳しく叱ると大声で泣いたりし

「周囲の目が厳しくなるのは、騒い

手に持っている友だちに

て、よけいに居心地の悪い思いをする

でいる子どもに対して親が知らん顔し

こともある。

ている時。親が努力している姿を見れ

「人や車が多い場所では子どもの安

ヨ」

ば、多少子どもがうるさくても大目に

全のためにも、しっかりと手を握って
離さないようにしましょう」

かなこ「イタイイタイしたらダメ
一匹、足が取れていました。

見てくれるはずですよ」（早川方子）

みき「あしないね～ けがして

【ほっぺ】豊中市岡上の町２－１－

る！ うえだ先生 ( 看護師 ) いく？」

豊中市子育て支援センター「ほっぺ」 １５、保育士のほか看護師もいる。プ
の地域支援保育士はアドバイスする。

レイルームの利用は、月～土、９時～

騒がしい子には「後で一緒に遊ぼう

１７時１５分。育児に関する電話相談

ね」
「何して遊ぶ？」といった会話を

Life

お

シビックジャズ アクア文化Ｈで

iku_mi_iku

母さんのかお

１

◇

お母さんは、なにかにビックリし
ているように見えますね。
史奈ちゃんがどんどん大きくなっ
ていくから、その成長に驚いている
のかもしれませんね。

sakozo

２月１２日、
「こどものため
の映画会」が池田市民文化会

豊

中市アクア文化ホールで１２
月１８日、ジャズ音楽祭「シ

館アゼリアホールで開かれる。池田

ビックジャズ」が開かれる。実力派

市といけだ市民文化振興財団が毎年

のプロとアマのジャズ・ミュージ

この時期に開催しており、
今年は「ト

シャンが一堂に会し、軽快なスイン

イストーリー３」を上映する。

グから力強いファンクまで、クリ

映画は、いつかやってくる“別れ”
をテーマに、おもちゃの世界の住人

渡川史奈ちゃん
（豊中文化幼稚園）

（豊中市・子どものつぶやき展より）

Culture

「こどものための
映画会」
１２日に

sakozo

持ちへと育っていくんですね。

諏訪元春くん
ママ 亜希子さん（池田市荘園）

は０６－６８５２－５５２６。

Family

わたしのママ

虫の小さな命も大切にし、自分以
外の命（相手の命）を大切にする気

スマスナンバーを中心に上質なパ
フォーマンスを披露する。

たちの友情を描いた内容。上映は９

主催するシビックジャズコミュニ

時５０分、１２時半、１５時１０分

ティーの代表で、ＦＭ千里でＤＪ経

からの３回（完全入替制）
。開場は

験のある右見正人さんは「ジャズが

上映３０分前。入場料は大人５００

持つ、少し気取ったイメージを払

円、３歳～中学生４００円。チケッ

しょくしたい。今回のコンサートが、

トは市民文化会館、市役所、市立カ

ジャズをもっと身近な音楽と感じる

ルチャープラザなどで販売中。問い

きっかけになったら」と話していた。

合わせは池田市民文化会館０７２－

午後２時開演。１５００円（自由

７６１－８８１１。

席）
、中高生無料。

進学館

᳨ ⣴

発見する喜びと感動、
子どもと科学の出会いの場
子どもと科学の出会い
科
いの場
科学実験教室サイエンスラボ

年長・小学生・中学生のための
「科学が好きになる」
実験教室

新年度入学生募集中!!
サイエンスラボでは子ども自身が主役とな
り科学実験を行います。発見する喜びや感
動を知り、科学的な見方や考え方を身につ
けていきます。ぜひサイエンスラボで「科学
を学ぶ楽しさ」
を体験して下さい!

᳨ ⣴

詳しくはお電話またはHPで

年長講座 好評 開講中
進学館の年長講座の

新年長・新小1

みんなの未来の
チカラになりたい

豊中校
06-6840-5545
ソリオ宝塚校 0797-86-2100

阪急豊中校 06-6858-5770
ソリオ宝塚校 0797-61-4100
サイエンスラボ

（早川方子）

右見正人さん（右）とサックス奏者の遠藤真理子さ
ん。シビックジャズの詳しい情報や問い合わせは
ホームページ（http://civic-jazz.org/）で

年長無料
体験講座
12
(土)

11

10：00〜10：40

７つの特長

毎週１回というように定期的に授業に通うのではなく、
１回完結なので
Ⅰ
個人個人に合わせた時間・量・難易度を考えて受講できます。

Ⅱ １講座１回４０分なので、年長のお子さまでも十分集中できます。
Ⅲ

1回の授業用ページ と 演習のページ が合体したシンプルなテキスト。

Ⅳ 年長指導に熟達した経験のある専任講師が担当。

Ⅴ 最後の5分は保護者様への解説があります。効果を数倍に膨らませることがねらいです。

ても
つい に
に
年
軽
他学 でお気 い。
ま せ下さ
室
教
い合
お問

体験授業

申込み受付中!

Ⅵ 1講座の定員は5名です。
１人ひとりに目が行き届きます。

Ⅶ 学ぶ楽しさを重視した劇場型の魅せる授業で、あっという間の４０分です。
例えばこの1問
サイコロの形をしたチーズがいくつ
か積みあがっています。いま、ねずみ
くんがこのチーズを矢印の所から一
つずつ食べていきます。最後は一番
上の面から出てきます。ねずみくん
が出てくる所に○をつけましょう。

ねずみくんの
食べる順番

例えばこの1問

次のお手本を見て足りない線を書き入れなさい。

（1）
【お手本】

①

②

（2）
【お手本】

①

②

①前に２つ
②上に２つ

③

2010/
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Bussiness

Life

ふくまる商品券 ５日に発売

あなたに代わりギフト選び業

iku_mi_iku

１

iku_mi_iku

万円で１万１０００円分の買

豊

い物ができる「ふくまる商品

中市の河合紀子さんが、ギフト

に悩む人、買いに行く時間がない人に

選びを代行する仕事「Ｎｏｒｉ

はピッタリのサービスだ。河合さんが

券」が１２月５日に発売される。ふ

ｋｏ ＳＴＹＬＥ Ｔｈｅ ＧＩＦＴ！」 選ぶ商品のセンスの良さが好評で、少

くまる商品券は池田市が２００８年

を２００９年１０月に始めた。贈り物

しずつリピーターも増えてきた。

に始めた地域経済活性化策の１つ

がんで胃の４分３を切

で、２００９年１２月の発行時には

除した河合さんは「生

９０分で完売した。

きていることがありが

今回は５回目で、発行数を増やし

たい。人に喜んでもら

た。取り扱い店舗も約９００店に増

えることを」と起業。好

えた。池田市内の飲食店や商店、
スー

みや予算（５０００円～

パー、コンビニ、民間の医院などで

１０万円）に応じて商品

利用できる。販売場所は池田市役所

を提案する。河合さん

１階総合窓口課と池田市民文化会

は「自分が足を運んで

館。商品券の有効期限は２０１１年

選んだものが４００～

３月３１日。問い合わせは池田市地
域活性課０７２－７５４－６２４１
＝情報提供・池田市

取り扱い店ステッカーと商品券の見本

（進藤郁美）

５００ある」と話す。電
「提案した 3 つの商品の中から 1 つを選んでもらうので、自分
で選んだという満足感もある」という河合紀子さん

Culture

Culture

keniso

keniso

とよなか環境展 １０、
１１日

と

地球温暖化やゴミ問題について学び、

市民会館（曽根東町３）で開催される。 体験するコーナーのほか、電気自動車
「ふりかえって見よう これまでの

や燃料電池自動車などエコカーの展示

田

舎の宿屋に泊まった客が、歯磨

勘違いをする落語「手水回し」
。それ

きをする水おけを用意するよう

に由来する「手水寄席」が、池田市栄

「手水（ちょうず）を回せ」と頼むが、 本町のこいし歯科で開かれている。
その言葉を知らない宿屋の主人たちが

社会人落語家の高座に続いて、小石

もある。

剛院長が恋歯家歯つ恋

１１日は午後１時から

（こいしやはつこい）の

隣接する市民会館大ホー

名で、予防歯科の大切さ

ルで市民文化祭２０１０

などを楽しく解説する。

が開催され、大阪セン

小石さんは「医者の話だ

チュリー交響楽団などが

けでは固くなるが、落語

出演する。同じくアクア

と一緒だとお客さんも楽

文化ホールでは午前１１

しめる。３月の寄席では

時から、自転車バランス

私も高座に上がってみた

競技会豊中チャンプ決定

い」と意欲を見せた。

戦も開かれる（参加受け
昨年の環境展の様子。問い合わせはとよなか市民環境会議ア
ジェンダ 21（06 － 6863 － 8792）

９６１０。 （進藤郁美）

池田・こいし歯科で手水寄席

よなか市民環境展２０１０が、 環境 これからの地球」をテーマに、
１２月１０、１１日に豊中市立

話０９０－９７０４－

付けは午前１０時から）
。
（礒野健一）

問い合わせはこいし歯
手水寄席は 2 カ月に 1 度開催。次回は 1 月 9 日、正午と午後
3 時の 2 回公演。入場無料

科０１２０－８３４－
８１４。

（礒野健一）
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Life

日本初の郊外住宅地 池田室町
keniso

Life

賞受けた豊中・校区福祉委員会
shin7000
近な問題を自分たちで解決し、 市全体の事業などにあてられる。

から１０１年前の１９０９（明

の３期生だ。猪名川沿いでたこ揚げを

治４２）年３月３０日。箕面有

し、夏になれば室町を流れる小川でコ

身

助け合いを進めていく――。豊

ふれあいサロンは、どの委員会も設

馬電気軌道（現在の阪急宝塚線）が開

ブナを取った。車も来ないので道路で

中市は地域組織、校区福祉委員会の活

けている。お年寄りらが集まり、ボラ

よく野球をしたという。

動が活発で、２００９年に日本地域福

ンティアと一緒にカラオケや手芸、茶

祉学会の地域福祉実践賞を受けた。ボ

話会などを楽しんでいる。親子が集う

ランティアによる運営が特徴だ。

子育てサロンも全委員会にある。小曽

今

通する１年前に、池田駅西の呉服（く
れは）神社を中心とした一帯を、日

戦争を挟み、１９５０（昭和２５）

本初の郊外住宅地として開発するた

年に室町会は町会としては珍しい社団

め、くわ入れ式が行われた。１区画約

法人となった。町に誇りを持つ住人が、

１００坪の土地に２階建て木造住宅を

より強くつながりあった。

豊中市内の小学校は４１。校区単位

根校区では、６０組もの親子がメン

の福祉委員会は３８ある。委員会は市

バーになっている。ミニデイサービス
を実施している校区もある。

建て、長期割賦方式で販売。当初、池

しかし、今の室町に当時ほどの連携

社会福祉協議会と連携し、援護が必要

田新市街と呼ばれたこの住宅地は、ほ

はない。現在６００世帯以上を数える

な人を対象にした小地域福祉ネット

個々人に対しては見守りや声かけの

どなく室町と名を改め、
「大富豪もい

が、室町会に所属するのは半分ほど。

ワーク活動に取り組んでいる。３つの

ほか、話し相手、買い物といった簡易

ないが極貧もいない」という中産階級

米穀店を営む近谷孝さん（６５）は「昔

委員会は２校区にまたがっているの

なボランティア活動も行われている。

の街として歴史を積み重ねていった。

からの住民も減り、この先１０年ほど

で、市内全域をカバーしている。

市社会福祉協議会の佐藤千佳・地域支

１９２２（大正１１）年には、室町

でガラリと世代交代するだろう。継ぐ

賛助会員の会費（年額１口５００円） 援係長は「自分たちのかかわりで地域

在住で大阪毎日新聞事業部長だった橋

べき伝統は継ぎ、新しいこともしてい

などが活動資金になる。会費はいった

詰良一さんによって「家なき幼稚園

かなければ」と変わる町を冷静に見つ

ん市社会福祉協議会に入り、５５％が

める。森綮子（けいこ）理事長（８１）

各委員会に返される。残りの４５％は、 の活発さを分析する。

（現在の室町幼稚園）
」が開園する。
「家

が変わっていき、みんなが喜ぶのを目
の当たりにできるのがいい」と、活動
（梶川伸）

なき」とは、
「子どもは家から開放し、 は「古い人が多く大変と思うかもしれ
自然の中で育てるべきだ」という橋詰

ないが、そんなことはない。最初の一

さんの教育理念に基づく名称で、開園

歩だけ踏み込んでくれたら」と話した。

当初はまさに青空教室の装いだった。

隣同士のつながりが薄れてきたとい

３年前まで町の自治会である室町会

う、どこでも抱える問題が室町にもあ

（１９２３年創立）の理事長を務めて

る。１００年の歴史と伝統がそれをど

いた別所正史さん（９０）は、幼稚園

う解決するか、楽しみだ。
（礒野健一）

Life

視察多い池田・地域分権制度
shin7000
田市の地域分権制度が、注目を

円。全体で約７０００万円にのぼり、

集めている。市予算の作成に住

個人市民税の約１％にあたる。市は提

民参加の手法を持ち込むもので、１１

案されると、原則として施策や事業を

の小学校区ごとに地域コミュニティ推

採用する。予算が余った時は、その２

進協議会を設け、予算の一部提案権を

分の１を翌年度に積み増しているが、

与えている。市政策推進課の武田克彦

２０１１年度からは残額全額を基金化

主幹は「全国から月に５件前後の視察

することも検討している。

池

がある」と話す。

これまでの事業では、安全・安心に

２００８年度予算からスタートし

関するものが目立つ。歩道帯、交通看

た。
「地域のニーズは地域の人が１番

板の設置、防犯用の青色パトロール

知っている」と、武田主幹は趣旨を説

カーや電動自転車の配備などがその例

明する。条例まで作って推進するのは、 だ。帰宅時間を意識するための時計の
例がないという。

別所正史さんとともに室町を見つめてきた、築約 85 年の住宅

設置、カブトムシ産卵場作りといった

協議会には公募した市職員の地域サ

子どもに関係するものも多い。ほかに

ポーターが加わり、実現したい事業を

も、地域の活動拠点施設、特産品の朝

毎年、市に提案する。予算は校区ごと

市、散策路の整備など、バラエティー

の人口により、６００万～７００万

に富んでいる。

（梶川伸）
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Gourmet

ビストロバーガー登場 シェフ中

ズボラ料理③ カリフラワー
shin7000

iku_mi_iku

シ

Gourmet

ェフ中は以前、阪急豊中駅前の

思った」
。それが、フランス料理を勉

路地にある昭和の長屋で営業

強するきっかけになった。

カ

リフラワーのヘレカツもどき―

になる」という話も出て、
「ほんまか

―

いな」と思いながらも、作り方を教え

していた。
「業務用の冷蔵庫もオーブ

鴨のコンフィは、鴨の肉を油で煮込

毎日新聞旅行のツアーに、
「梶川伸

ンも入らなかった。お客さんとの距離

み、そのまま油の中に漬け込んだ保存

と行く四国八十八カ所ウオーキング・

カリフラワーは笠の部分の直径で約

は、２つのコンロとカウンターを挟ん

食。
「コンフィはウナギのタレに似て

ザ・空海」という赤面するようなシリー

５センチに切り、軽く塩を入れた湯で

で３０センチほど。煙モウモウの小汚

いるところがあり、油の風味が増して

ズがあり、先達（案内人）を引き受け

３０秒ほどゆでる。水気を切り、ヘレ

いビストロだった」と話すのはシェフ

いくおいしさがある」と中脇さん。

ている。１カ月に１回、１泊２日で四

カツの要領で衣をつける。小麦粉、卵、

てもらった。

の中脇弘一さん。２００８年に現在の

鴨のコンフィ、和牛ほほ肉の赤ワイ

国に行き、１４回で結願する（個別の

パン粉の順。それを油で揚げてでき上

場所に移転した。
「今のビルのオーナー

ン煮込み、豚のリエット（豚のペース

回の参加も可）
。昔からの心地良い遍

がり。食べる時にソースをつけるのが

が、小汚い店の料理を気に入って、誘っ

ト）など素朴なフランス郷土料理を作

路道を歩き、あとはバスで移動する、 ミソ。僕は大阪市東住吉区のヘルメス

てくれた。これまで、人の縁に支えら

る中脇さんが先日、
「豊中ビストロバー

虫のいい遍路だ。お参りは真剣なのだ

れてやってこれたことばかりだった」

ガー」をメニューに加えた。名前はお

が、温泉のある宿に泊まり、地元のも

では、実際にヘレカツになっている

とんかつソースが気に入っている。

１８歳の時に家を飛び出し、友人を

客さんがつけた。赤ワインで煮込んだ

のを食べ、ちょっと寄り道をして観光

のか。確かに、変身している。ただし、

頼って新潟県へ行った。まかない付き

ほほ肉と、刻み野菜を混ぜたジャガイ

も楽しむ。気楽な遍路である。

とんかつソースをつければ、何でもそ

という理由だけで洋食屋のアルバイト

モのペースト、マスタードがサンドさ

参加者には年配の女性が多く、買い

を始めた。
「パートのおばちゃんに玉

れている。じっくり８時間煮込んだほ

物が好きだ。道の駅に寄ると、どっさ

ネギのむき方を教えてもらったのが最

ほ肉を２５０グラムも使ったというボ

り買い込む。ほとんどが食材である。 ある日、友人から電話があった。
「里

初」と、駆け出し時代を振り返る。

リューム満点の一品だ。ワインとバ

家の近くのスーパーで買えば良いの

帰りした娘にレシピを教えてくれ」
。

今では店の名物であり、中脇さんが

ターの風味が豊かなほほ肉は、柔らか

に、と思うのだが、食材を見つけると

会ったこともない娘さんに、得意げに

愛してやまない料理「鴨（カモ）のコ

くてトロトロとした食感。スープ、サ

突進する。ユズの産地の宿に泊まった

伝えた。彼女は自宅でも作って、ふる

ンフィ」に出合ったのもこのころだ。 ラダ、飲み物が付いて１２００円。
「フォークを入れた瞬間、固いイメー

前菜と主菜の９種類がワンプレート

ジだった鴨肉がホロホロとほぐれたの

に乗ったピンチョスランチ（１５００

が衝撃だった。自分でも作りたいと

円）も人気がある。

（進藤郁美）

【シェフ中】豊中市本町 6 － 1 － 3 195 ストリートビル地下 1 階▽ 11 時半～ 14 時、18 時～
22 時半（ラストオーダー）▽日曜休み▽ 06 － 6854 － 2500

うなるのかもしれないが。
僕は気に入っている。友人にも話す。

時、１００円でユズの詰め放題があり、 まっていることだろう。家はドバイで
多い人は４５個も抱えて帰った。
そんな女性なので、食べ物の話には
花が咲く。
「カリフラワーがヘレカツ

思い込めば、ヘレカツの味がするはず？

ある。かくして、中東の人はヘレカツ
と言えば、カリフラワーと思っている
はずだと、ほくそ笑む。

（梶川伸）
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児童デイサービスへの支援ありがとう
shin7000

重

Thank
You

自信がついた ありがとう
shin7000

度な知的・発達障がいのある子どもを持つ私が４年前、
「彼らの将来の就労支
援のために」という思いだけで未知の世界に飛び込んだ時、色々な人に出会

私

の父は明治生れの商売人です。女は学歴は必要ない、名前が書けて少し計算
ができればいいという考えの人でした。そのころは、皆で働きやっと食べて

いました。豊中で民間初の「児童デイサービス」を立ち上げましたが、ご縁の有り

いくその日暮らし。学校にいかせてほしいとは言えなかった。六五才になっても学

難さが、こんなに自分を成長させてくれるとは思いませんでした。このたびコクヨ

校に行きたい思いはあきらめきれず、四中夜間学級にお世話になりました。初めは

の子会社、ハートランド（サラダホウレンソウを作っています）の社長さんから「子

見る物さわる物めずらしくケンビキョウをのぞいた時ビックリしました。学んでき

どもたちに」とノート、はさみなど段ボールで送って頂きました。何よりも社長さ

ていろんな意味で自信がつき、人さんの前で名前や住所を書く時手がふるえなくな

んのお気持ちが嬉しくって。他にもダイキンサンライズ摂津さん、
エルアイ武田さん、

りました。楽しかった思い出はたくさん心の中に残っております。初めての学校、

パナソニック交野さん……。子ども達と一緒に成長していくことが、お世話になっ

最後の学校、先生がいて母校ができたことはとっても嬉しく心から感謝をしており

た企業さんへのご恩返しと思っています。
（ハニー・ビー理事長、八木みどりさん）

ます。

Thank
You

Thank
You

ドルチェ

かんしゃ

sakozo

朝

（豊中市立第四中学校夜間学級の生徒の作文から＝抜粋）

shin7000

のお散歩と冷たいフローリングの上で寝るのが
大好きな、我が家のかわいい家族です。

夏

休みにお母さんのたん生日がありました。わたしはお母さんに「なにかほし
いものある？」と聞きました。お母さんは「ほしいものはないけど手紙がほ

しいなぁ」と言いました。
（豊中市、山口加奈恵さん）

わたしは手紙を３まい書きました。１まい目はシールをたくさんはっておめでと
うと書き、２まい目は大すきなお母さんの絵、さいごの１まいは、
「いつもわたした
ちのおせわをしてくれてありがとう。おこるとこわいけどだいすきだよ。
」と書きま
した。手紙は台所にかざってあります。わたしはとてもうれしかったし、いつもか

ぬいぐるみと一緒のドル
チェ

Present

んしゃしています。

＝五月丘小学校２年、三倉柚菜さん
（池田「伝えよう！いのちのつながり」第１３回作品から）

編集室のつぶやき

マチゴト年賀状コンテスト 作品募集
m_toyonakaikeda

マ

チゴトは来年のえと「ウサギ」をテーマに、新年の抱負を書いた年賀状を大
募集！ はがきのあて名面に出品者の住所、氏名（または掲載しても良いペ

ンネーム）
、電話番号、職業、年齢を明記し、裏面にウサギにちなんだ抱負やイラス
トを書いて下記へご応募下さい。〒５３０－８２５１ 大阪市北区梅田３－４－５
毎日新聞ローカル マチゴト年賀状コンテスト係。２０１１年１月３日到着分ま
で有効。大賞１名に１万円分の商品券と賞状、優秀賞２名に３０００円分の商品券
と賞状、特別賞若干名に賞状をお送りします。入賞作品は１月６日号に掲載し、発
表します。詳しくはマチゴトＷＥＢサイトを参照下さい。

投稿は、メール（info-toyonakaikeda@machigoto.jp) か、郵送で（〒５３０
- ８２５１大阪市北区梅田３- ４- ５ 毎日新聞ローカル）
。

