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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

昔ながらの日本人らしさ追求
太神楽・豊来家玉之助さん
keniso

傘

回しに皿回し、長短の撥（ばち）
を操る長撥など、おめでたい席

や祭りの出し物として、太神楽（だい
かぐら）曲芸は演じられる。豊中市豊
南町西の豊来家（ほうらいや）玉之助
さん（３８）は、その若き継承者だ。
大学卒業後に入ったイベント会社で
街頭紙芝居などをしていた時、ラッ
キー幸治さんに弟子入りし、太神楽の
世界に足を踏み入れた。当時は師匠が
太神楽の名跡・豊来家の出身であると
知らず、玉之助さんが豊来家を名乗る
ようになったのも４、５年前からだ。
太神楽の中で玉之助さんが力を入れ
ているのは獅子舞だ。幼稚園の時に、
地元の神社で垣間見たものが印象に
残っているという。仕事としてするよ
うになった時、
ある踊りの師匠から「着
物を着てるけどＧパンをはいてるみた
い」と言われ、日本舞踊や柔術の動き

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

を習った。以来、日本人本来の動きの
研究と練習に余念がない。
玉之助さんは「今は体の動かし方、
生活習慣などで、昔ながらの日本人ら
しさを持つ人が少ない」と話す。それ
が悪いことではないが、太神楽では日
本人らしい動き、所作も見どころの
１つとなっている。
「上方の太神楽は、
鳴り物の準備や口上も１人でやること
が多いので、オリジナリティーあふれ
るものになる。太神楽の文字を見かけ
たら、気軽に見に来てほしい」
１月９、１０日の午前１１時からは
阪急池田駅下ブランマルシェで獅子舞
の練り歩きが行われる。しなやかさと
迫力を兼ね備えた玉之助さんの獅子舞
は、まさに生き物のようだ。傘回しも

傘回しをする豊来家
玉 之 助 さ ん。 大 阪
市中央区千日前の
TORII HALL で

行われ、新年らしいおめでたいイベン
トになりそうだ。
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

（礒野健一）

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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Bussiness

Bussiness

池田・豊中発ガンバルジャン⑤

「とよジョブ！プラス」始動

shin7000

iku_mi_iku
職者向け人材育成セミナーなど

労働省の地域雇用創造実現事業で、今

を行う「とよジョブ！」が、雇

年度は訪問介護事業所のヒアリング調

用を生み出すための新たな活動「とよ

査と食関連の商品開発を進めている。

ジョブ！プラス」に乗り出した。厚生

運営する地域雇用創造協議会の平岡

ん（３９）は高校生の時、
ばく然と「国

日本語会話テストの事業にもかかわっ

直子さんは「まだまだ手

際交流の仕事をしたい」と考えた。思

てきた。いずれも、フリーランスの仕

さぐりだが、高齢者向け

いを持ち続け、企業の外国人社員に

事だった。

サービスの事業開発を進

日本語を教える仕事に携わってきて、

めており、地域企業に協

２０年後の２００９年２月に個人事業

本語を取り巻く状況は変わっていな

力している。雇用拡大に

主として「ＹＵＭＡ」を起こし、経営

い」と感じ、外国人社員に対する日本

つなげていきたい」と話

者としての道を歩んでいる。

語教育を軸にした起業を決意した。今

求

す。協議会では「豊中の

新たな雇用を生み出そうと 7 月に始まった「とよジョブ！プラ
ス」の商品開発会議をする平岡直子さん（右）ら

Ｙ

ＵＭＡ Ｔｅａｃｈｉｎｇ Ｊ

といった外国人向けの初歩の教科書を

ａｐａｎｅｓｅ Ｆｉｒｍ――

相次いで出版した。リコーなどの企業

池田生まれで池田育ちの釜渕優子さ

で日本語研修講師を務め、電話による

２年前、大連に行く機会があり、
「日

大学で日本語を学んだ。会社に勤め、 は関西学院大学大学院で敬語を専攻

逸品」に関する口コミ情

高校の教師もしたが、夫の勤務で中国・

報と、商品づくりのため

大連市で生活したことが、今の道への

その成果を「マンガでわかる実用敬

のモニターを募集中。地

入り口になった。大連で中国人社員の

語 初級編」として出版した。例えば、

域雇用創造協議会０６－

日本語トレーニングを頼まれ、企業が

電話を受けた時は「
（社名）でござい

６３９８－７７１９。

求める日本語を知った。
「早く話せる

ます」
「少々お待ちください」の２つ

ようになること」だった。

を覚えれば良いなど、内容はシンプル

（進藤郁美）

大連、瀋陽、上海、香港と、中国で
の暮らしは７年に及んだ。そのこと

し、自らの日本語の質を高めている。

だが、それが実用的だという。
起業にはもう１つ理由がある。
「日

も、
大きな宝となった。
「語学を学ぶ時、 本語教師は熱心でよく働くが、仕事と

Life

使用済みカートリッジを回収

生活が楽しくて、その国が好きであれ

しては成り立たない」
。ボランティア

ば問題はない」という実感だった。

的に見られるためだ。そこで、教師と

池田に帰ると、出版社からの依頼で、 企業の橋渡しを、ビジネスとしてつく
「しごとの日本語 電話対応基礎編」 上げることが今の夢だ。 （梶川伸）

sakozo

豊

中市は１２月１日、市役所や
公民館など市内４４カ所に

家庭用プリンターの使用済みインク
カートリッジ回収箱を設置した。こ
れはキヤノンなど大手プリンター
メーカー６社が進めている使用済み
インクカートリッジを回収、再資源
化する「里帰りプロジェクト」に協
力するもので、全国２９自治体が参
加している（９月現在）
。業務用イ
ンクカートリッジは対象外。
インクカートリッジは年間約２億
個が消費されているが、ほとんどが
回収されずに捨てられている。豊中
市の廃棄物対策室減量推進課は「エ
コ意識を高めるきっかけになれた
ら」と話している。

（早川方子）

使用済みインクカートリッジ回収箱を設置する豊中
市職員。市内 44 カ所の設置場所は同市ホームペー
ジに掲載

YUMA Teaching Japanese
電話 072 － 753 － 7535

Firm は池田市新町 2 － 14、いけだピアまるセンター 5 号室。
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Children

夫を
「イクメン」にする方法③
hirokosawaragi

必

ずＹＥＳになる質問――

朝はいつもバタバタ。子どもは走り

Children

わが家の宝もの

はきたいの！！
けん（３歳）

sakozo
メラをむけると舌を出して

曜日と、日曜日どっちかな？」または

せいくん。人見知りという言葉はボ

けんちゃんが一緒に踊ろうとしてい

クの辞書にはない！？

た時、

ポーズする、おちゃめなこう

ＹＥＳ／ＮＯで答える質問だと、必
ずＮＯが返ってくる。

お

もちゃのスカートをはいて、

カ

ひろえちゃんや女の子たちと

あくまでも「でかけることはＯＫ」と

てくれない？」と夫に聞くと「オレ、 いう前提で聞くのがポイント。
今忙しい」という返事。

sakozo

はなく「私が出かけてもいいのは、土

は、
「週末子どもを見てくれる？」で

どっちが都合いい？」と、
まわっているし、洗い物もたまってい 「今週と来週、
る。そんなとき、
「ちょっと洗い物し

Family

ひろえ「おんなのこが スカート

どちらを選んでも、自分が決めたこ

はくねんで」

とだから、納得してやってくれる。

けん「ぼく おんなのこやもん！」

ちょっと強引すぎだろうか。だけど、

そこで「ごめん、ちょっと今手が離

必ず成功するとは言わないけれど、Ｙ

せない。洗い物してくれる？それとも

ＥＳ／ＮＯで聞くよりは、ずっとうま

子どもの着替えをしてくれる？」と聞

くいくはず。

ひろえ「おとこのこやん！」
けん「……けんも はきたいの！」
（豊中市・子どものつぶやき展より）

くと、
「うーん、じゃあ着替えするわ」 【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住
とどちらか一方をしてくれる可能性

のライター・コピーライター。２歳男

アップ。

児の母。夫は平日の夫婦２人の弁当と、

土日のどちらかは一人になりたい！
子どもを見ていてほしい！と思うとき

休日の朝昼晩の食事をつくるイクメ

Children

Family

みんなで作ったよ

ハンドベル
無料コンサート

sakozo

室

町幼稚園（池田市室町７）の
きくぐみのみんなで作ったク

こうせいくん（池田市）

ン。http://ameblo.jp/mamawriter/

sakozo

豊

中市の「音楽サロン くつろ
ぎ」とハンドベルチームのｍ

Children

不登校と発達を考える会「虹」
keniso

子

どもが不登校になると、子ども

う。毎回必ずしも的確なアドバイスが

だけでなく、その親も学校を中

得られるわけではないが、誰かの悩み
が誰かの“振り返り”となり、客観的

リスマスリースです。呉服神社や遠

ｙｕ（みゅう）が１２月１９日、阪

心とした関係性の和から孤立してしま

足先で拾ったドングリなどで飾られ

急蛍池駅前のとよなかインキュベー

うことが多い。そんな親たちが交流し、 に考える一助にもなる。

ていて、とても温かな雰囲気に仕上

ションセンターでハンドベルコン

互いの悩みを共有する場として「不登

会の活動は２カ月に１度、懇親会を

がっていますね。

サート＆体験会を開く。

校と発達を考える会・虹」
（北山愛子

行うほか、ランチ会も開いている。会

ｍｙｕは、下は小学校低学年から

代表）がある。不登校だけでなく、軽

員制、会費制はとらず、参加人数は８

上は社会人と、幅広い年齢層で構成

度発達障害の子どものある親など、さ

～１２人前後。来てもらう時間を作る

されたチーム。今回はクリスマスナ

まざまな人が参加している。

ような無理強いはしていない。

ンバーを中心に、観客もハンドベル

自らも不登校の子どもを育てている

を体験できる参加型コンサートとな

北山さんは会の目的を、
「親の気持ち

の大和（おおわ）謙二小児科副部長を

る。くつろぎ代表の吉田寛子さんは

を軽くしてもらうこと、居場所を作っ

招いた講演会も行い、１２月３日の講

「一体感と達成感を同時に味わうこ

てもらうこと」と話す。愚痴をこぼし

演会後には座談会も開かれた。交流誌

とができるコンサートです」
。
１１時開演。無料。問い合わせは
クリスマスリース
（池田市・室町幼稚園 きくぐみ）

また、済生会中津病院（大阪市北区）

たり、他の家族の話を聞くことで、視 「いんふぃにてぃ」も発行し、豊中市
野が広がり、
「自分だけがどうして」 内の病院などに置いている。連絡は北

０６－７８９８－１３１１、または

という気持ちが薄まって、自然と元気

０９０－８９８７－８１８９まで。

が戻り笑顔も増えていく人が多いとい

山 pureblue.ss@softbank.ne.jp まで。
（礒野健一）
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ズボラ料理④ 春巻き

年末年始の催しピックアップ①

shin7000

ハ

ンペンの春巻き――

m_toyonakaikeda
口で伝えても、きっと酔っぱらって忘
れるだろうから、紙に書いて渡した。

前回「カリフラワーのヘレカツもど

近鉄大阪線俊徳道駅のガード下の居

き」を紹介した。そうすると、編集室

酒屋「ゆらり」で出てきた春巻きであ

の中で異論が出た。
「ヘレカツ」では

る。具のメーンはハンペンで、長細く

なく、
「フィレカツじゃないの？」と。 ４つに切っておく。春巻きの皮の上に
しかも、６人のスタッフの中で、僕を

大葉を敷く。その上にハンペン、タラ

のぞく５人だから、大いに焦った。
「僕

コ、チーズを乗せる。スライスチーズ

はなまっていたのか」

が使いやすく、１枚の半分で良い。僕

ことは国際問題である。友人の娘さ

ほたるクリスマスコンサート／豊中市・蛍池公民館
14 時～ 16 時半。公民館登録グループ・フレンドリーアンサンブルの歌、豊中ハーモニカアンサンブルと女性
ギターアンサンブル・コスモスの演奏、フラエクササイズ・マヒナによるフラダンス。定員 50 人。無料。蛍池
公民館 06-6843-5561。

イルミネーション（2月中旬まで）／豊中市・服部緑地
17 時～ 23 時。西中央広場フラワータワーで「光のスカート」
。小さな光の動物
も周りを囲む。今年から円形花壇でもイルミネーションが始まり、２カ所で光の
デコレーションを楽しめる。円形花壇では、光のチョウがイルミネーション・タ
ワーの周囲に配置されている。年内は咲き残るコスモスとの組み合わせも楽しめ
る。無料。服部緑地 06-6862-4945。

の好みとしては、とろけない方のチー

んに、レシピを教えてしまったのだ。 ズだ。あとは油で揚げるだけ。
その娘さんはドバイに住んでいる。ド

１２日１８日（土）

揚げる時にハンペンは膨らむので、

１９日（日）
街の「里山」とは 梅田の新・里山に学ぶ ／豊中市・豊島北センター

バイでは「ヘレカツ」として定着して

春巻きの皮は、ゆるめに巻いた方が良

しまったかもしれない。いや、中東全

い。揚げた春巻きは半分に切って食べ

体に広まった恐れもある。

るのが普通だが、客には１本丸まま出

吹奏楽のつどい ／豊中市・アクア文化ホール

して、
「何だと思う？」と言いながら、

9 時半～ 16 時半。豊中市吹奏楽連盟加盟のアマチュアブラスバンド、
同市内の小・中学校、
高校の吹奏楽部が出演。
無料。中央公民館 06-6866-0555。

それ以来、会う人ごとに、フィレカ

ツかヘレカツかを聞く日々が続いた。 中身を当てさせるのも面白い。

13 時半～ 15 時半。積水ハウス総合住宅研究所課長・畑明宏さんによる里山の管理についての講演。定員 50 人
｡ 無料｡ 豊中市 ･ 公園みどり推進課 06-6858-2354｡

第２回呉服寄席 ／池田市・サンシティ池田２階

どうもはっきりしない。その友人と酒

友人はレシピの紙を忘れずに持って

を飲む機会があり、同じように聞いて

帰っただろうか。正月には娘さんが里

みた。友人は酒は好きでも、料理には

帰りすると聞いている。そうすると、

関心がなく、
「どっちでもいいんじゃ

この春巻きはドバイに進出することに

ないの」と、素っ気ない。

なるはずだ。かくてまた、
中東では「春

全国学生落語の会 大阪冬の陣2010 ／池田市民文化会館アゼリア小ホール

巻きといえばハンペン」が常識になる

10 時半開演。全国から 16 大学の落研が集まり、互いの芸を競い合う。全席自由、無料。池田市民文化会館
072-761-8811。

そのくせ、
「この前話していた春巻

きの作り方教えて」とあつかましい。 に違いない。フフフ。

（梶川伸）

19 時開演。女性落語家を中心とした寄席。出演・露の都、
露の団四郎、
露の紫。入場料 908
（くれは）
円。サンシティ
池田商人会 072-751-0185。

２３日（木・祝）

歳末ボランティア祭りin豊中 ／豊中駅前人口広場周辺
10 時～ 15 時。豊中ライオンズクラブ 50 周年記念イベント。市長や子どもたちによる餅つき大会や献血、骨髄
バンク、アイバンク登録受け付け、エコキャップ収集など。無料。豊中ライオンズクラブ事務局 06-6852-1630。

２４日（金）
クリスマスロボット落語会 ／池田市・落語みゅーじあむ
13 時～ 14 時半。85 歳のアマチュア落語家・猪名川亭なべや、
小学 5 年生のアマチュア落語家・池田家大吉の後に、
ロボット落語家のワカマルが「時うどん」で高座に立つ。無料。落語みゅーじあむ 072-753-4440。

２５日（土）
はにわの時代にタイムスリップ ／池田市・五月山児童文化センター
10 時～ 12 時半。はにわって何？はにわの意味や歴史を知る考古学体験。はにわのストラップ作りもある。小学
生以上 20 人（低学年は保護者同伴）
。材料費 500 円。電話で申し込み。五月山児童文化センター 072-752-6301。

おはなし会 たんけんたいのクリスマス／豊中市・東豊中図書館
11 時～ 11 時 40 分。お話探検隊によるパネルシアターや絵本の読み聞かせなど。対象は、幼児～小学生とその
保護者。定員 50 人｡ 無料｡ 東豊中図書館 06-6856-4660｡

２６日（日）
親子で冬休みお楽しみカフェ／豊中市・コミュニティカフェ ｋｉｔｔｏ
14 時～ 17 時。テーブルに電車が走るレールフェア。ｋｉｔｔｏ 06-6841-5120｡

大葉やタラコ、チーズの量は好みで

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。
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Calendar

年末年始の催しピックアップ②
m_toyonakaikeda
１２月３１日（金）
除夜の鐘つき／池田市・慈恩寺

Life

手作りの温かさ 夢ナリエ豊南
keniso

豊

南地区の冬の風物詩「夢ナリエ

が創立５０年を迎えた際に始まり、今

豊南」の点灯式が１２日、豊南

年で９回目。製作から飾り付け、点灯

23 時から。
「寒山寺の鐘」除夜の鐘つきがあり、大根炊きの振るまいもある。慈恩寺 072-751-7208。

小学校グラウンド（豊中市豊南町西２） まですべて公民分館、小学校、ＰＴＡ

大祓、除夜祭、年火 ／池田市・八坂神社

であった。２００２年に豊南公民分館

が協力して行っている。
冨田晴生校長は「学校

16 時大祓、20 時から除夜祭、続いて年火がたかれる。0 時からお神酒の振るまいも。八坂神社 072-751-3790｡

除夜祭 ／池田市･呉服神社

と地域が一体となった素

23 時半から除夜祭。0 時から福火がたかれ、お神酒の振るまいも。呉服神社 072-753-2243。

晴らしいイベント。これ

大祓、歳旦祭 ／池田市・五社神社

からもずっと続けていき

23 時半ごろから大祓、続いて歳旦祭、とんどが行われる。お神酒の振るまいも。五社神社 072-761-7200。

たい」と話した。

除夜祭、歳旦祭 ／池田市・伊居太（いけだ）神社

近くに住む青木一さん

0 時に新町商店会によるふるまい椀が行われる。伊居太神社 072-751-4652。

は「９年間、電球を取る

除夜の鐘 ／池田市・久安寺

といったいたずらが一度

23 時 45 分ごろから、
参拝者も除夜の鐘をつくことができる。開運甘酒と招福大根の振るまいも。本堂で修正会、
薬師堂では年越護摩供が行われる。久安寺 072-752-1857。

もないのは誇らしい」と
話し、
蔵垣憲司さんも「豊

除夜の鐘 ／池田市・大広寺
23 時 20 分ごろから、参拝者も除夜の鐘をつくことができる。お神酒、ぜんざいの振るまいも。大広寺 072751-3433。

大祓式 ／豊中市・春日神社

南を出た若者も、この時
今年のテーマは「夜の遊園地」。点灯期間は 12 月 25 日までの
17 時半～ 21 時

期には戻ってくる」と笑
顔を見せた。
（礒野健一）

17 時から。22 時半から除夜祭。福火点火。春日神社 06-6852-4735。

２０１１年１月１日（元旦、土）
歳旦祭 ／豊中市・春日神社
0 時から。9 時から月次祭。春日神社 06-6852-4735。

年始 ／豊中稲荷神社
祈祷（有料）を受けた人に若竹神酒をふるまう（1 月 15 日まで）
。豊中稲荷神社 06-6852-4733。

年始 ／豊中不動尊
9 時半～ 15 時 15 分に大護摩をたく（1 月 15 日まで）
。境内に大絵馬（横 3 メートル 30 センチ、
高さ 2 メートル）
を展示。豊中不動尊 06-6854-1692。

年始 ／豊中市・原田神社
０時～２時半、お神酒の振るまい。３日夕方までかがり火をたく。原田神社 06-6852-4732。

５日（水）
正月飾り展（1月30日まで）／豊中市・日本民家集落博物館
9 時～ 17 時（入館は 16 時半まで）家各地の正月飾りを再現して展示。入館料は大人 500 円▽高校生 300 円▽小・
中学生 200 円▽幼児無料。日本民家集落博物館 06-6862-3137。

６日（木）

Life

自転車バランス王は松本瑞穂君
sakozo

地

球温暖化やゴミ問題について
考え、体験する「とよなか市

民環境展２０１０」が１２月１０、
１１両日、豊中市立市民会館であり、
市民ら約４１００人が参加した。
１１日にはアクア文化ホールで自
転車バランス王座決定戦が行われ、
規定の枠内で足をつかずにどれほど

春の七草展（1月10日まで）／豊中市・服部緑地都市緑化植物園

長く自転車に乗っていられるかを

10 時～ 17 時（入園は 16 時まで）
。セリ、
ナズナをはじめ食文化と関わりが深い春の七草を展示紹介。入園料は、
大人 270 円、中学生以下無料。3 日（月）は休園日。服部緑地都市緑化植物園 06-6866-3622。

競った。挑戦した約６０人のうち、

９日（日）

優勝したのは池田市立秦野小学校６
年の松本瑞穂君。あまりにも長くバ

消防出初式 ／豊中市・大門公園

ランスを保っていたため３分で強制

10 時～ 11 時半。小雨決行。市民による救命講習（500 人規模）
、消防団の全国消防操法大会出場隊によるポン
プ車操法訓練、箕面自由学園チアリーダー部の演技、一斉放水ほか。豊中市消防本部・消防総務課 06-68468407。

終了したほどで、瑞穂君は「余裕」

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。

と一言。松本君には梶川伸・本紙編
集長から副賞として環境に配慮した
エコグッズが贈られた。
（早川方子）

梶川伸・本紙編集長（右）から副賞のエコグッズを
受ける松本瑞穂君

2010/
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Culture

Gourmet

こだわり豚肉 ノワ・ド・ココ

能勢街道をゆく⑦ 曽根～岡町
shin7000

iku_mi_iku

フ

ランス料理「ノワ・ド・ココ」 返る。６割が脂肪という梅山豚を使っ
の清水光さんは凝り性で、好奇

たフレンチ角煮は店の名物となった。

曽

根駅で降りて、まず東光院へ向

てある。埴輪は７本に１本の割合で、

かった。
「萩の寺」
として有名だ。 口の開いた朝顔型埴輪となっていた。

心旺盛なシェフだ。豚に対するこだわ 「今ではすっかり豚肉が有名になった

小さな山門を入って、すぐ左手に魯山

りが人一倍強い。

人（ろさんじん）観音と名づけられた

古墳を中心に大塚公園として整備さ

石仏があった。

れ、墳丘に登れるほか、古代の住居を

けれど、牛肉もおいしいんですよ」

そのすぐ北側には大塚古墳がある。

幻の豚がいると聞けば、山奥の牧場

清水さんが作るローストビーフは先

まで足を延ばす。生で食べられる豚が

日、お取り寄せの口コミサイト「おと

美食家で陶芸家でもあった北大路魯

型どった造形もある。また、古墳群に

いると聞けば、フランスまで行ってし

りよせネット」の２０１０年の総合大

山人を顧問兼料理長に迎えた高級料亭

点在する３６の古墳の位置を表示した

まう。フランスでは、
「おいしいとい

賞に選ばれた。

「星岡茶寮」
（東京）が１９３５年、大

説明板もあった。

う理由で豚に会いに来た人はいない」

「こだわりの豚肉を食べ比べてほ

阪店を寺のそばに開いた。その際、魯

服部緑地まで足を延ばすと、円形花

と驚かれたそうだ。その場で「店の名

し い 」と 言 う 清 水 さ ん。ラ ン チ は

山人が手作りの観音を奉納した。寺は

壇の中に梅塚古墳。現在の土盛りは、

物にしたい」と、ビゴール豚の仕入れ

１６５３円～。おまかせランチコース

２００５年、その観音を等身大に模刻

古墳北側の突出部の一部だそうだ。

を頼み込んだ。
今年は、年１回開催される豚肉コン
クールで高値が付いたバームクーヘン
豚を競り落とし、メニューに加えた。

（３８５８円）が人気。ビゴール豚の
コース（３３０７円）や子ども用のロー
ルキャベツセットなどもある。
清水さんは、毎月１７日を「ノワの

し、安置したと説明にあった。

寄り道はここまでにし、岡町駅の方

能勢街道の東側を散策する。桜塚古

向に軌道修正した。明治時代の初めま

墳群の一角で、いくつもの古墳に出会

で、長興寺の雨乞（あまご）い神事が

う。豊中警察署の南側には、南天平

行われていた皿池に寄る。今は公園と

餌にバームクーヘンを与える滋賀県の

日」として、この日限定のお買い得商

塚（みなみてんぴんづか）古墳がある。 なり、池には噴水が設けられ、紅葉を

蔵尾ポークの豚だ。清水さんは
「ビゴー

品を販売している。毎回、数分で完売

５世紀後半の築造で、埴輪が並べられ

ル豚は世界１おいしくて、牛肉のよう

する人気企画だ。１２月は数量限定の

ていたらしい。今は４分の３が削り取

能勢街道は岡町駅の近くで、商店街

にジューシー。バームクーヘン豚は霜

Ａ５ランクローストビーフ（アウト

られ、松の木３本などが立つ風景とし

へ入っていく。原田神社のそばに桜塚

降りが特徴で、関西最高級」と話す。

レット４０％オフ）と、超しっとり

て残っている。

古墳群にまつわる桜塚碑がある。古墳

背景にして水を噴いていた。

豊中署のすぐ北にある御獅子（おし

は豪族のものと推察され、桜で飾られ

１０年ほど前、梅山豚（メイシャント

フ）
を用意。１７日１０時からインター

し）塚古墳は、当時の姿が一部復元さ

た、と説明にあった。今回の街道・古

ン）に出会ったのがきっかけ。
「こん

ネ ッ ト 販 売 す る。http://www.noix-

れている。墳丘が石で覆われ、墳丘の

墳めぐりには、ふさわしい終着点と

de-coco.com/

テラス部分に埴輪（はにわ）が配置し

なった。

豚にこだわるようになったのは、 チーズケーキ（アウトレット３０％オ

なにおいしいのかと、驚いた」と振り

（進藤郁美）

【ノワ・ド・ココ】豊中市本町 1 － 11 － 1 本町ビル 102 ▽ 11 時半～ 14 時、17 時～ 21 時（ラ
ストオーダー）▽月曜、第 3 火曜休▽ 06 － 6854 － 7654

イチョウに彩られた東光院の山門

（梶川伸）
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Thank
You

出口美保さんの熱唱にありがとう
shin7000

出

Thank
You

じつは自然薯 楽しい話題をありがとう
sakozo

口美保リサイタルを招待して頂き、まことにありがとうございました。昨夜

（１２月４日）拝聴しました。

アランバレルの「首つり男」の熱唱に、一番衝撃を受けました。

能

勢町で人の腕そっくりの自然薯（じ
ねんじょ）がとれた。豊中市職員

の大黒義高さん（６１）が能勢町の知人

出口美保様が生き方と風刺を表現し、日々頑張ることが人生に大変、大事なことを

からもらったもので、
「前腕」の部分が約

痛感しました。

５０センチ、
「手のひら」や「指」は成人

「マチゴト 豊中・池田２０１０／１２／２」に、１２月前半の催しピックアップ
が掲載され、便利だと感じています。
（プレゼントに当選した豊中市東豊中町、 森本繁さん）

男性のものに比べてふた回りほど大きい。
大黒さんは「包丁を入れにくいですわ。
しばらく食べずにとっておきます」と笑
いながら話していた。

Thank
You

ミニチュアピンシャーの華ちゃん
sakozo

ミ

（早川方子）

人の腕にそっくりの自然薯＝豊中市提供

Thank
You

おかあさんへ
shin7000

ニチュアピンシャーの華ちゃんです。
人間の子どもが男の子３人の我が家では、アイ

手

紙なんか書かないからよくわからないけど、ぼくは５年生で１０才になりま
した。育ててくれてありがとう。

ぼくは遊ぶことが大すきで宿題もせず毎日お母さんに怒られます。怒りすぎて、

ドル。

つかれた顔をしているのを見ると「あーあしまった」と思うけど、ごめんはなかな

一人娘の可愛い華ちゃんです。

かいえないのでごめんね。
（豊中市千里園、亘 麻里さん）

これからはがんばってお母さんを助けられるようにします。仕事がかわって朝か
ら夜まで大変だけど無理をしないでね。さくらとさやかは、ぼくが見るから

ツヤツヤな毛並みが美しい
華ちゃん

Present

お母さん大すき。

そう太より

＝細河小学校５年、南颯太くん

（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）
。

