
Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

読者とつくる地域密着新聞

● http://machigoto.jp   m_toyonakaikeda

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
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って何？

マチゴト 豊中・池田公式twitterアカウント
m_toyonakaikeda

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。

公式サイトへ
携帯電話から
アクセス

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。

ウ
サギは寂しいと死んでしまう―

―そんな俗説がある。それを表

すように、五月山動物園（池田市綾羽

２）の「ふれあい動物園」では、寒さ

に耐えるようにウサギたちが寄り添っ

て１つの毛玉のようになっていた。

　「いや、それはないですね」と、担

当飼育員の広瀬友香さんが笑う。「ウ

サギにも個性があるので、皆と一緒に

いたがる子もいれば、１人が好きな子

もいます」という。言われてみれば、

皆が寄り添う中、１羽だけ我関せずと

離れて毛繕いをするウサギがいた。

　ふれあい動物園にいる７羽のウサギ

は一般的なカイウサギと、たてがみの

ような飾り毛を持つライオンラビッ

ト、垂れ耳が特徴のロップイヤー、比

較的短毛のミニレッキスの４種類。ど

れもメスで、最年長はライオンラビッ

ト「もえ」で６歳だ。「ウサギの寿命

は７～１１年。もうおばあちゃんです」

　ふれあい動物園にはウサギのほか、

鶏、モルモット、マーラ（世界で２番

目に大きいネズミ）がいる。一緒に写

真を撮ったり、えさの乾燥ワラを与え

ることができるが、動物たちのストレ

スになるため、抱くことはできない。

この日は撮影用にいい表情をもらおう

と、「おやつとしてあげている」とい

う水分を含んだワラを出してもらっ

た。とたんに寒さを忘れておやつを食

べ始めるウサギたちが可愛らしい。

　五月山動物園はウォンバットとアル

パカが２大スター。だが、卯年の今年

はウサギが主役だ。口だけモゴモゴ動

かしてえさを食べる姿は、野山を跳び

回る俊敏なイメージからはほど遠い

が、このマイペースさが案外大切なの

かもしれない。　　　　　（礒野健一）

五月山動物園ふれあ
い動物園のウサギと
担当飼育員の広瀬友
香さん。五月山動
物園は 9時～ 16時
45 分、ふれあい動
物園は 11 時～ 15
時に開園。入場無料。
火曜休園

keniso

Life

あけまして　ピョーン
五月山動物園に７羽のウサギ
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豊中市東豊中町　もえちゃん（6歳）

マ
チゴト年賀状コンテストに

１００通を超える応募があ

り、大賞には豊中市の「もえちゃん」

（６つ）の作品が選ばれました。お

めでとうございます。

　もえちゃんの作品は、楽しい年に

なるように、赤い初日の出が大きく

輝いています。ウサギの絵は丸くて

黒い目が特徴で、２つの耳は明るい

ピンクに染まっていました。今年の

抱負は「こまなしじてんしゃにのる

ぞ」。ウサギと競争できるくらいに

速く走れるようになるかもね。

　このページには大賞、優秀賞、特

別賞の計７点を掲載しました。ウェ

ブ（http://machigoto.jp）には入

賞作品と佳作を掲載しています。

Family

マチゴト年賀状コンテスト大賞
shin7000

仲
良く遊ぶウサギの楽しそうな

顔に、見ているこちらも笑顔

になってしまいました。俊介君にも

こんなお友達がいるのでしょうね。

Family

年賀状コンテスト
優秀賞

　　豊中市中桜塚　さくらづか保育園
　　　　　　上東俊介君（5歳）

m_toyonakaikeda

テ
ィッシュペーパーでウサギら

しさを表現したアイデアに脱

帽！　「ぷーるがんばる」の決意が

伝わる赤い瞳も印象的です。

Family

年賀状コンテスト
優秀賞

　　池田市槻木町　ゆいちゃん（5歳）

m_toyonakaikeda

新
年を迎えるにはこういう気持

ちでなくては！と思わせる１

枚です。年賀状を受け取る側の気持

も引き締めてくれそうです。

Family

　　池田市渋谷　ライコウさん（12歳）

m_toyonakaikeda

年賀状コンテスト
特別賞

色
とりどりのウサギがキュー

ト！　それぞれの表情が違っ

ているのもいいですね。マチゴト編

集部の笑顔に貢献してくれました！

Family

年賀状コンテスト
特別賞

　　　高槻市大畑町　栗本菜々さん

m_toyonakaikeda

ふ
っくらとした愛らしいウサギ

が素敵な１枚です。今年も「あ

りがとう！」と言える機会がたくさ

んあるといいですね。

Family

　　　　豊中市曽根東町　ネオさん

m_toyonakaikeda

年賀状コンテスト
特別賞

現
在妊娠中のママの作品です。

赤ちゃんが生まれたら、絵の

ように６人家族になるとか。明るい

未来を予感させる年賀状ですね。

Family

年賀状コンテスト
特別賞

寝屋川市田井西町　4人のママさん（32歳）

m_toyonakaikeda
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上
の子の“赤ちゃんがえり”、な

んとかならない？――

　弟や妹ができたとたん、それまで良

い子だった上の子が急にわがままを

言ったり、やたらと甘えてくるように

なる“赤ちゃんがえり”。産後の体で

新生児の世話もするママは、どう対処

すればいいのだろうか。

　「上の子のためだけの時間を作って、

メリハリをつけましょう」

　豊中市の子育て支援センター「ほっ

ぺ」の地域支援保育士はこうアドバイ

スする。家族の協力が得られるなら、

上の子だけを連れて外出する。または

「赤ちゃんにおっぱいをあげた後に遊

ぼうね」と具体的な約束をさせ、ママ

もその約束を守る。「オムツを取って

くれる？」とさりげなく赤ちゃんの世

話を手伝わせて、その都度褒めるのも

効果的だ。とにかく「あなたのことを

気にかけているよ」という態度を頻繁

に示すことで安心させてあげよう。

　「赤ちゃんがえりは決して悪いこと

ではありません。上の子とママがしっ

かりとした関係を築いてきたあかしで

もあります。新しい赤ちゃんがその関

係を奪う存在でないとわかれば、きっ

と良いお兄ちゃん、お姉ちゃんになっ

てくれるでしょう」　　　（早川方子）

【ほっぺ】豊中市岡上の町２－１－

１５、保育士のほか看護師もいる。プ

レイルームの利用は、月～土、９時～

１７時１５分。育児に関する電話相談

は０６－６８５２－５５２６。

Children

sakozo

子育てワンポイントアドバイス

ま
さかず「たかおちゃ～ん　日

曜日におじいちゃんとこ　行

かなあかんねん」

　たかお「わかった」

　まさかず「だってなぁー　手紙

持って行かなあかんねん」

　たかお「おれのおとうさん　南港

のおじいちゃんのこと　気にしてな

いねん　おれ　気にしてるのに」

　たかおちゃんの　おじいちゃんへ

の思いが伝わってきました。

（豊中市・子どものつぶやき展より）

sakozo

Children

気にしてるのに　
たかお（５歳）

か
わいいお顔をしているけど、

結構わんぱく坊主なひろきく

ん。手足が大きくて、将来は大物の

予感！？

Family

わが家の宝もの

　　　　　　ひろきくん（池田市）

sakozo

胸
骨圧迫などの心肺蘇生法や自動

体外式徐細動器（ＡＥＤ）の使

い方など、応急手当を無料で学べる普

通救命講習が、豊中市消防本部の主導

でほぼ毎月開催されている。受講者の

年齢層は幅広く、取材した２０１０年

１２月の講習には小学３年生の江口龍

君がお父さんの康之さんと参加してい

た。龍君は「難しい」と

言いながらも、最終テス

トで習ったばかりの蘇生

法を披露。他の受講者か

ら拍手をもらっていた。

　豊中市消防本部は「助

けられる命のために受講

を」と呼びかける。１月

の講習は２９、３０日に

野畑図書館集会室。９

時半～１２時。市消防

本部０６－６８５３－

２３４５。　（早川方子）

Life

助けられる命のため救命講習を

訓練用器材を使って、呼吸を確かめる方法を習う受講者

sakozo

ぼ
くのかお

　　　　　　◇

　りりしい顔ですね。まっすぐ前を

見据えた表情がなんとも男らしい！

　大人になっても、ずっと変わらな

いでいてくださいね。

Family

　　　　　　むらかみ　たく
　　　　　（池田・緑丘保育所）

sakozo

ぼくのかお

公
共の交通機関を利用すること

で二酸化炭素の排出量を抑制

しようと、豊中市が原田・利倉地域

の新しい公共機関として「エコラボ

バス」を企画し、２０１０年１２月

から阪急バスが運行している。

　環境の「エコ」と協働の「コラボ」

をつなげた名前には、環境に優しい

乗り物になるようにとの願いが込め

られている。車体は、豊中市立豊島

西小学校や市立第一中学校の児童、

生徒によって描かれたイラストで飾

られている。

　運行時間は７～２０時。料金は大

人２１０円（小人１１０円）。時刻

表などは豊中市のホームページで。

（早川方子）

sakozo

Life

エコラボバス　
運行開始
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Life

浅
利敬一郎・豊中市長に、２０１１年

の抱負などを聞いた。

――２０１１年はどんな年ですか。

浅利市長　豊中市は市制施行７５周年を迎

え、次の時代への希望につながるような元

気な町づくりを進めます。大阪大学は創立

８０周年になります。豊中市と大阪大学は、

子どもたちの教育面や文化、環境面で協力

関係にあります。大阪音楽大学とともに連

携事業を行うなど、お互いに協力しながら

元気な市にしようと思っています。

――２０１１年度の予算には、どのような

施策を組み込もうと考えておられますか。

浅利市長　豊中市は２０１２年４月に中核

市移行を目指しており、市による保健所の

運営が始まります。準備として、これまで

も進めてきた事務的な処理や医師、獣医師、

保健師を含む雇用の問題などを具体的に進

めていきたいと考えています。

――大阪空港をめぐる状況が、関西国際空

港との関係で動いています。地元市長とし

て、どのような空港像を描いていますか。

浅利市長　大阪空港は、年間約１５００万

人が利用します。空港を活かす事業を行っ

ていくのが地元、豊中市の役割だとも思っ

ています。２０１２年度から大阪空港と関

西国際空港の経営統合が予定されていま

す。両空港を活性化させるために、周辺自

治体１１市でつくる大阪国際空港周辺都市対策協議会から国に要望を出していま

す。先日は、関空の地元自治体９市４町でつくる泉州市・町関西国際空港対策協

議会と初の意見交換会を開催し、関西全体の活力向上に向け協力してやっていこ

うと、話をしたばかりです。

――「救命力世界１」は着々と実績をあげていますが、今後の展開は？

浅利市長　豊中市は３６．６平方キロメートルの土地に、約３９万人の人が集まり、

しかも山がないという、救急救命の観点からは恵まれた環境です。救急車の数も

多く、救急救命士の配置も多い。市立豊中病院をはじめ大きな病院との連携もう

まくいっています。これまでに１万５０００人の市民のみなさんに普通救命講習

を受けてもらっていて、さらに年間２万人が受講できる体制を整えたいと思って

います。小学校高学年への救命講習もスタートし、命の大切さを学んでもらって

います。救急車が平均４分１０秒で到着する環境が築かれていますが、最初に見

つけた人が心臓マッサージをできるかどうかが大事です。たくさんの方に関心を

2011 年の抱負を語る浅利敬一郎・豊中市長

iku_mi_iku

持っていただき、「市民力」を活かしてさらに安心安全のまちを目指していきます。

――豊中市の自慢を教えてください。

浅利市長　豊中市は科学や芸術分野の活動がすぐれています。昨年は市立第十一

中学校が全日本吹奏楽コンクールに初出場しました。大阪音大のザ・カレッジ・

オペラハウスなど市内の施設では音楽や文化活動が盛んです。豊中高校は文部科

学省のスーパーサイエンスハイスクール指定校で、科学技術系人材を育てること

に力を入れています。大阪大学の科学への取り組みも充実しており、夏休みの子

ども科学教室なども人気があります。こうした活動の１つひとつが「市民力」や「文

化力」につながっていると思います。

――料理がお好きだとか。

浅利市長　肉じゃがや炊きものなど得意料理もたくさんあります。八宝菜を作っ

て、ナスビの天ぷらのうえに八宝菜をかける。これが本当においしい。（聞き手・

進藤郁美、礒野健一）　　　　＝詳しい内容はウェブで（http://machigoto.jp）

浅利敬一郎・豊中市長　新春インタビュー
　　「２０１２年の中核市へ保健所運営の具体的準備進める」
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Life

倉
田薫・池田市長に、２０１１年の抱

負などを聞いた。

――４月に市長選挙が予定され、倉田市長

は５選を目指して立候補表明しています。

市長にとって特別な年になりますね。

倉田市長　１６年市長をやってきて、行財

政改革に取り組み、節約ばかり考えてきま

した。一定のメドが立ったと思います。職

員が一丸となって努力したためでしょう。

今年はプラスαをつける年です。

――池田市というまちにとってみると、ど

んな年なのでしょうか。

倉田市長　夢ですけどね、五月山動物園の

アルパカとウォンバットに赤ちゃんができ

て、子育て支援のまちにふさわしい出産の

ニュースがダブルで出てきたらいいなあと

思っていますね。池田は新しいものが誕生

する「事始めのまち」です。チキンラーメ

ンの発明を筆頭に、２０世紀の事始めはた

くさんあります。２１世紀の事始めは、１

つは制度としての「地域分権」（市予算の

提案権の一部を、小学校校区ごとの地域コ

ミュニティ推進協議会に移譲する池田市の

制度）。これは間違いなく定着してきまし

たが、もう１つ面白い事始めが起こっても

いいかなと期待はしているんです。

――２０１１年度の予算には、どんなこと

を盛り込みたいと考えていますか。

倉田市長　まずは教育ですね。やっと財政改善のメドが立ってきました。耐震補

強で国が補助率をアップしてくれましたから、五月丘小学校の大規模改修ができ

て、クーラーを設置できました。池田小学校の体育館も新しくなりました。６つ

の小学校の耐震補強ができました。２つの小学で耐震補強をしています。その流

れを続けていきます。

　昭和１１（１９３６）年の建物がまだ３つあるんです。これを耐震のかちっと

したものにするか、場合によっては建て直すか。教育委員会は小中一貫校を言っ

ています。一気に小中一体型の学校に建て替えることも考えます。

――地域分権制度の今後の展開をお聞かせください。

倉田市長　この制度の最大の問題点は住民の意識改革です。向こう３軒両隣で解

決できるものは向こう３軒両隣で、自治会で解決すべきものは自治会で解決する。

解決できないものは自治体が解決する。自分たちのことは自分たちですることで、

税金が余ってきます。そこで、２０１１年度から１校区で使える予算を、だいた

2011 年の抱負を語る倉田薫・池田市長

shin7000

い１０００万円に増やすつもりです（これまで６００万～７００万円）。

　どうも、「ある金は使わな損や」という意識が出てきています。そこで３月議会

に提案しますが、キャリーオーバー制を入れます。今は残った予算の２分の１だ

けを次年度の予算枠に繰り入れていました。それをすべて次年度に残せるように

する。そうすることによって、オーバーに言えば、ミニ地方政府ができていきます。

ミニ地方政府がより民主的に運営されるために、地域コミュニティ推進協議会の

委員さんをあらゆるジャンルから選ぶにはどうすればいいかということに頭を悩

ませながら、次の制度設計にかかるのが２０１１年です。

――食べ歩きが好きで、市長の名前をとったお好み焼きもあるとか。

倉田市長　私はハンバーグが好きですから、お好み焼き屋さんにハンバーグ風の

お好み焼きを作ってもらいました。それが薫風焼きです。ほかにも、食堂で薫風

弁当、ホテルに薫風の間、薫風という焼酎もありますよ。　　（聞き手・梶川伸）

　　　　　　　　　　　　　　＝詳しい内容はウェブで（http://machigoto.jp）

倉田薫・池田市長　新春インタビュー
      「地域分権制度にキャリーオーバー制を導入」





Thank
You
むりをしないで　なまけない

むりをしないで　なまけない　わたしは　弱い人
間だから
（豊中市立第四中学校夜間学級の作文から）

四中の夜間学級では、何らかの理由で小、中学校に通
えなかった人が学んでいる。四中は生徒を募集してい
る。授業料は不要。電話０６－６８６３－６７４４。

shin7000

Thank
You
かんしゃのきもちをこめてありがとう

学校に行く時、毎日ちいきのお母さんが、しんごうのところで立ってくれてい
ます。その時わたしは、朝早くからわたしたちのあん全を見てくれているん

だな。と思います。
　雨の日も風が強い日もさむい日もあつい日も、わたしたちを見まもってくれてい
ます。いつも元気におはようを言ってくれます。しんごうをわたる前にいってらっ
しゃいと言ってくれます。その時が、わたしは、とてもとても、うれしいきもちに
なります。うれしいきもちになると、今日も一日がんばるぞと言う、元気がわいて
きます。ちいきのお母さんありがとう。     　　＝呉服小学校３年、阿部葵彩さん

（池田「伝えよう！いのちのつながり」第１３回作品から）

shin7000

Thank
You
パピヨンのそらくん

お散歩大好き、いつも元気いっぱい
です。

　おやつをおねだりする時の得意技は床
で一回転（？）する“ごろりん”です。

（豊中市、いっちーさん）

sakozo

そらくん（オス、3歳）

Present

逸翁美術館早春展チケットプレゼント

池田市栄本町の逸翁美術館で早春展「古筆と平安の和歌　料紙と書の美の世界」
が、１月１５日（土）から３月６日（日）まで開かれる。詳細は６面の催しピッ

クアップ参照。
　マチゴトは、この「古筆と平安の和歌」の招待券を抽選で１０組２０人にプレゼ
ント。はがきに、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、職業と本紙の感想を記
入の上、〒５３０－８２５１大阪市北区梅田３－４－５　毎日新聞ローカル（１／
６日号）までお送り下さい。１月１９日消印まで有効。発表は商品の発送をもって
代えさせていただきます。

m_toyonakaikeda

Thank
You
落語みゅーじあむ　入場者１５万人突破

池田市立落語みゅーじあむ（栄本町
７－３）の入湯者が１５万人を突

破した。１５万人目となった川西市在住
の松田絢子さんは「記念すべき日に入館
できたのはすごくラッキー」と笑顔。倉
田薫池田市長と名誉館長の桂三枝さんか
ら落語のＤＶＤとＴシャツの記念品が贈
られた。情報提供＝池田市　　（進藤郁美）

iku_mi_iku

15 万人目となった川西市の松田絢子さん
（中央）と倉田市長（左）、桂三枝さん（右）

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）。

編集室のつぶやき
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