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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。

に当たる危険があるので注意が必要

だが、枝を持つこと自体は禁止しな

い。大家さんたちは「禁止するのは

簡単ですが、それでは子どもの楽し

みを奪うだけ。自然の物を利用して

自分の楽しみを作り出してほしい」

と話している。　　　　（早川方子）

　マチゴトのウェブで、豊中・池田

の子育てサークル一覧表を掲載中。

http://machigoto.jp

豊
中市・服部緑地の円形花壇横

で毎週月曜日、野外での自主

保育を目的とした子育てサークル

「もりのあそび組」が集まる。

　メンバーは１～４歳の子どもとそ

の保護者。メンバーのひとり、大

いる。豊中市の朝川直子さんは「お

おらかなお母さんが多いので、あま

り気をつかわなくてもすむ」とニッ

コリ。子どもが少々派手に転んでも

駆け寄らない。また子どもも転んで

も泣かずに、すぐ立ち上がる。地面

は土で、その上に落ち葉もあるので、

転んでも痛くないようだ。

　放任しているわけではない。子ど

もが木の枝を振り回している時は目

家玲子さんが大阪の長居公園で活動

している母親たちの共同自主保育

「ジャングルようちえん」を見学し

たのをきっかけに、２００６年５月

にスタートした。

　「遊具のない自然の中で、のびの

びと遊んでほしい。外に出ることで

母親たちの気分転換にもなれば」

　現在は１５組の親子が豊中市のほ

か、吹田市、大阪市からも参加して

寒い屋外でも元気に
遊ぶ子どもたち。お
母さんたちからは
「風邪をひかなく
なった」「ぐっすり
寝てくれるように
なった」の声が

sakozo

Children

子育てサークル紹介①
野外で保育「もりのあそび組」

14

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）
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ザイン）中尾治人、間野健介、
望月克将
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Ｆ
Ｍ千里（豊中市新千里東町１）

は、地域のイベントなどを現場

から伝えてもらうキッズリポーター、

「キッズのこりん隊」の新メンバーを

募集、オーディションを開催する。

　募集対象年齢は小学校低学年～１８

歳。北摂在住で、人と話したり何か

を伝えたりすることが好きな人。Ｆ

Ｍ千里のホームペー

ジ（http://info-fm.

sakura.ne.jp/）からエ

ントリーシートをダウン

ロードして必要事項を記

入し、ファクスか郵送す

る。３月１９日必着。オー

ディションは３月２６日

１３時から、千里中央駅

セルシー広場で行う。詳

しい問い合わせは０６－

６８７２－９１１１。

　　　　　　（礒野健一）

Family

ＦＭ千里キッズリポーター募集

取材活動をするキッズリポーター（写真提供・FM千里）

keniso

地図、追加写真は
こちらから

イ
ンフルエンザの感染防止に役立

ててもらおうと、大幸薬品（本

社・吹田市）が池田市に感染予防用の

マスクなどを寄贈した。

　寄贈されたのはマスク１５万枚、消

毒用ジェル４万本、消毒用スプレー

１万本など販売価格で計９３００万円

相当の感染防止用品。大幸薬品は地域

貢献活動の輪を広げたい

と、吹田市に続き、箕面

市、池田市にも贈った。

経営企画部の松井繁幸

次長は「製品の有効性や

安全性を知ってもらいた

い。感染予防に役立てて

欲しい」と話している。

　池田市は、贈られたマ

スクなどを学校施設や福

祉施設などで配布する予

定。　　　　（進藤郁美）

Life

大幸薬品、マスク１５万枚寄贈

目録を手渡した大幸薬品の松井繁幸・経営企画部次長（右）と
倉田薫・池田市長

iku_mi_iku

地図、追加写真は
こちらから

豊
中市の履正社高校が１月２８日

の第８３回選抜高校野球大会選

考委員会で、３度目の出場を決めた。

　履正社は２０１０年秋季近畿地区大

会で準優勝した実績が評価された。履

正社出身でプロ野球オリックスバファ

ローズのＴ－岡田選手は「甲子園では

履正社らしく、存分に力を発揮してほ

しい」とのコメントを出

した。履正社のフェンス

には出場を知らせる横断

幕が張られ、応援を呼び

かけている。　（梶川伸）

　履正社への応援メッ

セージを、マチゴトにお

寄せください。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）。

Sports

履正社がセンバツ出場　３回目

履正社高校のフェンスに張られたセンバツ出場の横断幕

shin7000

地図、追加写真は
こちらから

兵
庫県伊丹市の瑞ヶ池（ずがいけ）

で１月２５日、高病原性鳥イン

フルエンザに感染した野鳥の死骸が見

つかり、池田市も警戒を始めた。

　池田市立五月山動物園（綾羽）では、

子どもたちが動物にさわることができ

る「ふれあい動物園」が人気だが、ニ

ワトリはしばらくの間、ふれあいの仲

間から外した。また、エ

ミューへのエサの販売

を中止している。子ど

もたちがエサやりで、エ

ミューに接触しないよう

に配慮した。さらに、動

物園の入り口に消毒マッ

トを敷いている。野鳥が

飛んでくる水月公園（鉢

塚）では、鳥の死骸を見

つけたら、市に連絡する

ように呼びかける看板を

設置した。　　（梶川伸）

Life

池田市も鳥インフルエンザ警戒

水月公園にも鳥インフルエンザへの警戒を呼びかける看板が設
置された

shin7000

地図、追加写真は
こちらから
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地
域の親子が一緒に遊んだり学

んだりする子育てサークル

が、豊中市と池田市だけで８０近く

あるといわれています。

　「子育てする仲間がほしい」「一

人っ子のわが子に兄弟のような存在

がいたら」「ほかのお母さんはどん

な子育てをしているの？」。そんな

お母さんたちの気持ちにこたえよう

と、マチゴトは今号から子育てサー

クルを順に紹介していきます。紹介

してほしいサークルがあれば、マチ

ゴト編集部まで情報をお寄せくださ

い。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）。

sakozo

Children

子育てサークル
情報を募集中

絵
本『おんなのこだから』を読

んで

　たかし「女の子はバレリーナで、

男の子は野球やで」

　かすみ「今は　女の子も野球でき

るようになってんで。

　テレビでやってたもん」

　たかし「ほんまやなー」

（豊中市・子どものつぶやき展より）

sakozo

Children

女の子も　
かすみ（５歳）

カ
メラを向けると恥ずかしがっ

て隠れていたのに、シャッ

ターを押す瞬間に、とびきりの笑顔

で出てきてくれました。

Family

わが家の宝もの

　　　　　　大悟くん（池田市）

sakozo

700 700

ペ
ット雑貨をデザインする豊中市

のメーカー「Ｎａｙｕｔｔｙ（ナ

ユッティー）」の「おさんぽストラップ」

（税込５００円）が人気を呼んでいる。

　チワワや柴犬など人気の犬種２４種

をかわいらしくイラスト化したもの

で、「愛犬にそっくりなストラップが

見つかる」と評判だ。

　社長の木島奈由多（な

ゆた）さんが「飼い主

が愛犬といつも一緒に

いられるような商品が

あれば」と２年前に起業

し、現在は全国のペット

ショップや雑貨店で販売

している。

　猫を２匹飼っていると

いう木島さんは「次は猫

のストラップを作る」と

意気込んでいる。＝７面

にプレゼント（早川方子）

Pet

２４種もの犬のストラップ

24 種類の犬のストラップはホームページ（http://nayutty.
jp/）で。問い合わせは 06－ 6841－ 0339

sakozo

地図、追加写真は
こちらから

幼
いうちのしつけ、どのくらい厳

しくすればいい？――

　“三つ子の魂、百まで”のことわざ

にある通り、３～４歳までに厳しくし

つけ、また知性を養うことが子どもの

ためになる。そう信じているお母さん

たちは多い。

　「ことわざの本当の意味は別にある

のではないでしょうか」と話すのは室

町幼稚園（池田市）の佐々木禮子園長。

　「魂とは知性ではなく“こころ”。こ

の時期に養われた魂が、その後の人生

に影響を及ぼすのだと思います」

　３～４歳は大切な時期。この時期に

何より大切なのは「心の安定」だと佐々

木園長は言う。

　「自分は受け入れられている」「愛さ

れている」「必要とされている」とい

う認識を実感させること。抱っこをし

て体の温かさを感じさせたり、目線を

合わせて話したり、小さなことでも褒

めてやることで、子どもは心地よい安

定感を得るという。

　「子どもの心を満たす一番の言葉は

“ありがとう”。究極の愛の言葉です。

まずは“生まれてきてくれてありがと

う”。そして、子どもの小さな成長や

変化を認めた時など、１日１回は“あ

りがとう”と言ってあげてください」

（早川方子）

【室町幼稚園】池田市室町７－４。

１９２２年に園舎をもたない「家なき

幼稚園」として発足。９０年の伝統を

もつ。０７２－７５１－４０２９。

Children

sakozo

子育てワンポイントアドバイス
地図、追加写真は
こちらから

紙
皿で作った節分の日のための

お面です。毛糸や折り紙をは

りつけてカラフルな出来上がり。鬼

なのに、どれもかわいいですね。

Children

一緒に作ったよ
鬼の面

　　　　　室町幼稚園・ゆり組

sakozo
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能
勢にある「土を愛する会」の無

農薬野菜を手に、「畑の師匠で

ね」と話してくれたのはイタリア料理

とワインとサッカーの店「クッキアイ

オ」の料理人、満尾和久さん。

　「自分の料理道とは何ぞや」と、生

産者を訪ね歩いた時に会と出会って

１２年になる。「身近にこんなにおい

しいものを作る生産者がいることを

知ってほしい」と、地場の素材を使い、

イタリア料理に仕立てようと思った。

「住んでいる土地のものを食べること

は理にかなっているし、それがイタリ

アンスピリットかな」

　土を愛する会と自家菜園の野菜、奈

良のフード三愛の大和肉鶏、京都のい

づつ屋牧場の丹波牛、竹野玉子の卵、

ヒラヤミルクのジャージー牛乳など目

で見て、舌で確かめた食材を使う。「食

べてみないと分からない。料理とは材

料を理解することやからね」と笑う。

　採れたてのカブラと紅芯ダイコンを

生のまま食べさせてもらうと、ほのか

に土の香りがして、甘かった。「食と

いう字は人を良くすると書くでしょ。

食べることは大事」。それが伝えたい

ことだという。

　壁には小学生の女の子が描いた名物

の焼きプリン、クレーマカタラーナの

絵が飾ってある。「高いけどとっても

おいしいよ」とあった。店名はスプー

ンの意だが、サッカー好きの満尾さん

は元イタリア代表トッティ選手のルー

プシュートの意味も込めている。

　４種類から選ぶ日替わりパスタラン

チはサラダ、パン、デザート２品が付

いて１０００円。取材日は生ハムのト

マトクリームスパゲティ、冬野菜のカ

レーソースのリガトーニ（筒状のマカ

ロニ）、海の幸のトマトソースのオレ

キエッテ（耳たぶ型のパスタ）、トマ

トと梅のシンプルなリゾットだった。

　２月１３日には、北摂のオーナー

シェフで作る「北摂会」が箕面市の芦

原公園で「北摂一こだわりの屋台」を

開催する。満尾さんは能勢の松村商店

のコンニャクを使った「すじコンのア

ラビアータ」を出す。　　（進藤郁美）

【クッキアイオ】池田市菅原町 11－ 1　ガーデン叶 102 ▽ 11時半～ 14時ラストオーダー、17
時半～ 21時半ラストオーダー▽月曜、第 3火曜休▽ 072－ 752－ 8333

iku_mi_iku

Gourmet

北摂イタリアン　クッキアイオ
地図、追加写真は
こちらから

井
関食品――

　寒さ厳しく空気が乾燥するこの季節

に重宝するのどあめを、昔ながらの製

法で作り続けるのが、豊中市豊南町南

に本社・工場を構える井関食品だ。

　１９４５年の創業時は菓子の卸売専

門だった。大阪市・松屋町から仕入れ

た菓子を、自転車で豊中市内のパン屋

などに売っていた。高度経済成長とと

もに業績を伸ばしたが、チェーン店の

増加などの影響を受け、１９７０年に

菓子製造業に業種転換した。

　今でこそあめを専門に製造している

が、当時は瓦せんべいや棒ジュースな

ど多様な菓子を作っていた。あめに特

化したのは平成に入ってから。神社の

参道ですり下ろしたレンコンを入れた

のどあめを販売したところ非常に受け

が良く、続いて大根入り、ショウガ入

りを開発し、これもヒットした。冬だ

けでは生産が追いつかず、次第にほか

の菓子の製造を縮小していった。

　井関食品のあめ作りで、一番特徴的

なのは炊き方だ。銅製の鍋で砂糖と水

飴を直火炊きすると、だんだん黄色く

なって香ばしいカラメルの香りが立ち

上ってくる。これがあめのうまみを引

き出し、独特の風味を加えるのだ。

　炊いたあめにハーブや果汁などを加

えるのも手作業だ。約１６０度のあめ

が徐々に固まっていく途中、素早く力

強い動きで職人が素材を練り込む。

　取材時に作っていたのは塩あめ。５

年ほど前に建設会社から依頼を受けて

開発した。「あめ１粒のうち５％が塩

だが、レモンの酸味もあっておいしく

食べられる。去年は歴史的な猛暑で製

造が全く追いつかなかった」と井関優

社長は語る。のどあめと並ぶ主力商品

は、この時期から作って在庫を確保し

ないと間に合わないという。

　「最近は『井関さんはいいあめを作

るね』と言ってもらえるようになり、

ブランドが定着してきた」と井関社長

は喜び、「昔ながらの良さを残しつつ、

近代的な設備で安全管理を徹底した

い」と今後を語る。　　　（礒野健一）

銅製の釜で炊いたあめの温度は約 160 度（写真のあめは塩あめ用なのでやや低い 150 度）。下に
冷水を通した鉄板の上で、塩を練り込んでいく

keniso

Bussiness

豊中・池田発ガンバルジャン⑦
地図、追加写真は
こちらから
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今
回は岡町駅の西側を歩いた。

１９１０年に箕面有馬電気軌道

（現阪急電鉄）が開業した。それを機

に、岡町周辺は住宅開発が進み、お屋

敷町が形成されていったという歴史を

持つ。

　駅の西南に谷田公園がある。その一

角に、「岡町住宅経営株式會（かい）」

と読める石柱が立っている。１９１２

年に設立された岡町住宅経営株式會社

にちなむもので、最後の「社」は土に

埋もれていた。資料によると、同社は

駅西側を主に開発したという。

　少し北上すると、住宅の前に「二本

松」と刻まれた石柱を見つけた。住宅

の敷地に２本の背の高い松が生えてい

た。二本松とはそのことだろう。イン

ターホンを押して尋ねてみようと思っ

たが、残念ながら応答はなかった。近

所の人に聞くと、今は住んでいないら

しい。

　豊中市立伝統芸能館に寄る。西側に

隣接して、大石塚古墳がある。４世紀

中ごろ築造の前方後円墳だ。全長は

７０メートル以上と推定され、墳丘に

は２段のテラスがあり、円筒埴輪が並

べられていたという。その北側は小石

塚古墳で、全長は４９メートル。いず

れも史跡に指定されている。

　伝統芸能館に入ると、その古墳から

出土した円筒埴輪が展示してあった。

興味深いのは、円筒埴輪棺。埴輪を古

墳から引き抜き、２つをつないで、お

棺として再利用していたらしい。その

ようなお棺が、古墳の周辺から６つ見

つかったと、説明にあった。

　豊中市岡町図書館の前で、原爆詩人、

峠（とうげ）三吉顕彰詩碑を見る。峠

三吉は１９１７年２月１９日、豊能郡

岡町（現豊中市岡町南）に生まれた。

広島原爆の際、爆心から３キロ離れた

場所で被爆し、被爆症に苦しみながら、

「原爆詩集」を出した。碑には代表作

が刻んであった。「ちちをかえせ　は

はをかえせ　としよりをかえせ　こど

もをかえせ　にんげんをかえせ　…以

下略」（梶川伸）＝ウェブ（http://

machigoto.jp）にはほかの写真も掲載。

谷田公園にある岡町住宅経営株式會社の石柱

shin7000

Culture

能勢街道をゆく⑨　岡町周辺II
地図、追加写真は
こちらから

Calendar

２月中・下旬の催しピックアップ
m_toyonakaikeda

催し情報をお寄せください。ウェブ（http://machigoto.jp）には、他にも多くの情報を掲載しています。

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。

地図、追加写真は
こちらから

１１日（金・祝）

千里文化センターフォーラム「市民とコラボの１２カ月」／豊中市・千里文化センター
14 時～ 16時。豊中市新千里東町１、千里文化センター「コラボ」２階多目的スペースで、コラボで活動して

いる人たちが１年間の報告をする。定員 50人。無料。コラボへ電話（06-6831-4133）などで申し込み。

１３日（日）

おたなで鬼祓（おにはら）い・引札寄席／池田市栄本町1、池田市エコミュージアム
13 時開演。落語「池田の猪（しし）買い」など３席、おたな秘話、大喜利の後 15時ごろから猪鍋をふるまう。

寄席は無料、鍋代 100円。いけだサンシー 072-751-5591。

１７日（木）

青少年指導者人権講習／豊中市服部西町4、豊中市立青年の家いぶき
19 時～ 21時。テーマは「人権を尊重し暴力のない社会の実現をめざして」。グループ「ひとつぶのたね」が虐

待などの暴力から子どもを守ることを訴え、ともに考える。対象は青少年活動にかかわる人。先着 40人。無料。

2月 10日までに豊中市青少年課へ電話（06-6866-3030）などで申し込み。

１９日（土）

ヴィニーチョ・アレグリーニ＆アンサブル・サビーナコンサート／池田市民文化会館
14 時開演。イタリアを代表するトランペット奏者、アレグリーニのコンサート。ハイドンのトランペット協奏

曲変ホ長調、浜辺の歌など。前売り 3000 円、当日 3500 円。イタリア生活文化交流協会主催（06-6844-8787）。

チケットは交流協会か池田市民文化会館で。

巽樹理さん講演会／豊中市服部西町4、豊中市立青年の家いぶき
10時～ 11時半。シンクロナイズドスイミングでシドニー・アテネ五輪銀メダリストの巽さんが「シンクロに“夢”

を乗せて！」と題して講演。定員 80人。無料。豊中市教育委員会スポーツ振興課（06-6864-3318）へ申し込み。

２０日（日）

池田青年会議所公開講演会／池田市民文化会館２階コンベンションルーム
14 時～ 16時。ファッションのインターネット販売で実績を上げる「夢展望」の岡隆宏社長の「夢展望が池田

で成長し続ける秘訣」、ナレッジ・キャピタル・マネジメントの棚倉進プロジェクトマネージャーの「大阪駅前

北ヤード完成後の池田の展望」。定員 200人。無料。所定用紙で申し込み。池田青年会議所 072-751-8175。

２２日（火）

上野絵画クラブ「パレット」展（２月２７日まで）／豊中市立市民ギャラリー
10 時～ 19時（最終日は 16時まで）。豊中市の上野絵画クラブ創部 10周年記念特別展。講師の岸本隆次さんや

岡本佐内さん、松本明雄さんらの作品。無料。豊中市立市民ギャラリー（豊中駅南側高架下）06-6846-8621。

２６日（土）

ペルシャ料理とお話／豊中市生活情報センター「くらしかん」
第１部のペルシャ料理は 10時半～ 13時、くらしかん１階キッチン。講師はダリア・アナビアンさんで、メニュー

はペルシャ風ご飯、オクラの煮込み、サフランのライスプリンなど。エプロン持参。参加費2000円（材料費込み）。

定員20人。2月5日10時から豊中市北桜塚2、くらしかんで申し込み。先着順。第２部はアナビアンさんの話「ペ

ルシャの春一番～ 7000 年の文明と現在」で、13時半～ 15時、くらしかん１階生活情報ひろば。申し込み不要。

無料。国際交流の会とよなかＴＩＦＡ主催。くらしかん 06-6858-5060。

２７日（日）

とよなか国際音楽祭／豊中市民会館大ホール
13 時半～ 16時。タッサニー・村木のタイ舞踊、セファーのサズ（トルコの楽器）演奏、ビッキー脇山とフィ

リピンダンスカンパニーの民族舞踊など、豊中在住の外国人音楽家を中心にした公演。前売り 1000 円、当日

1500 円。チケットは主催の豊中外国人芸術会（06-6305-7837）、国際交流の会とよなか（06-6840-1014）。



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

Thank
You
トイプードルのシルビアちゃん

池田ほんまち通りのカフェ・ルージュの看板娘。
以前はトリマー学校でモデル犬をしていまし

た。引っ込み思案でいつも隠れてるけど、人が嫌いな
わけじゃないんだよ？
　大好物のささみを見ると、後ろ足で立っておねだり
もしちゃいます。
　　　　　　　　　　　　　（池田市、大下清子さん）

keniso

シルビアちゃん（8歳）

Thank
You
いい思い出をありがとう！

昨日マチゴトが届きました。手に取って、サプライズの日と同じような恥ずか
しくて温かくてうれしいような、複雑な気持ちでまたまた感動してしまいま

した！（１３号に記事「ゑびす男選びの立役者、歩実さんにビックリ結婚祝い」）
　新聞の１面に自分の記事が載るなんて、一生のうちにそうそうあることではない
ので（むしろ、大半の場合、新聞に載ることすら珍しいですよね）、本当にいい思い
出を頂きました！　あらためてマチゴト編集部のみなさんにお礼申し上げます。
　マチゴトは、地域のことがより好きになるような素敵な新聞ですね。自宅に届か
ないのはちょっと残念ですが、インターネットでちょこちょこ見に行きたいとおも
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪市住吉区・渡辺歩実さん）

keniso

Thank
You
大ばあばのベスト

寒くなってきたのでお母さんがおふろあがりにベストを出してきてくれました。
大ばあばのベストでした。ベストをきたら大ばあばのにおいがしました。そ

したら、かってになみだがでてきました。大ばあばは目が見えなくて、ごはんも自
分で食べれなくて、いつもねてばっかやったけど、あやの手をぎゅうとにぎってた
のに、きょ年死んでしまいました。お母さんが「１回あらおうか」っていったけど、
もうちょっと大ばあばといっしょにいたいので、「このままでいいよ」といいました。
おむつ、くさいっていってごめんね。大ばあばのにおいがしてたら、１人でベッド
でねるのもこわくないもん。大ばあば、ありがとう。今は天国からあやかのことみ
てくれてるかなぁ。　　　　　　  （豊中市　くま野田小学校３年　仲埜彩香さん）

shin7000

Thank
You
ありがとう

ありがとう、今日は何回言ったかな。ありがとう、感謝の気持ちを口に出して
みた。ありがとう、ただそれだけで幸せな気持ちになれる。感謝するってい

いこと。だってすべてのものが素晴らしく見えるから。一人っきりで過ごした日な
んて無い。いつもどこかで誰かが支えてくれている。それは世界のどこかの知らな
い誰かかもしれないし、本当に気が付かないぐらい身近な人かもしれない。
支えられ、支え合い……。物事はめぐりめぐって元の場所へ。感謝のキモチ。それ
はめぐりめぐってやがて自分のもとへ。「ありがとう」ただそれだけで世界は素晴し
く見えてきた。　　　　　　　　　　　　　　＝渋谷中学校３年、田中なつみさん
　　　　　　　　　　　　（池田「伝えよう！いのちのつながり」第１３回作品から

shin7000

Present

犬のストラップをプレゼント

豊中市の雑貨メーカー「Ｎａｙｕｔｔｙ（ナユッティー）」のおさんぽストラッ
プを１０人にプレゼントします。Ｎａｙｕｔｔｙのホームページ（http://

nayutty.jp/）、または携帯サイト（http://nayutty.jp/mov/）を見て、好きな犬種を
選んでください（柴犬、シーズー、パピヨンなど）。
　はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、本紙の感想と欲しいストラッ
プの種類を記入の上、〒５３１－８２５１　大阪市北区梅田３－４－５　毎日新聞
ローカル（２／３号）までお送りください。ウェブ（http://www.machigoto.jp）で
も受け付けています。当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
締め切りは２０１１年２月１６日。

m_toyonakaikeda
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