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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。

関
西大学と関西学院大学の学生が

池田市・栄町商店街の空き店舗

に「関関ＣＯＬＯＲＳ」をオープンし、

商店街の賑わいを創り出す試みを続け

ている。子ども預かりサービスも柱に

据えた。「人の輪による賑わい」を目

指しているが、代表を務める関学商学

部２年の高野匠司さんは「自分たちか

ら地域の中に出ていかなければ何も進

まない」と、８カ月の感想を話す。

　池田市やまちづくり団体、企業、商

店街、学生が連携して２００９年８月

に検討委員会が発足。国の地域商店街

活性化事業の認定を受け、２０１０年

６月に関関ＣＯＬＯＲＳがスタートし

た。現在、３７人の学生が子ども預か

りサービス、カフェ、イベントを行い、

運営している。

　放課後の子どもたちが安心して過ご

せる居場所づくりが必要との考えか

ら、子ども預かりサービスは始まった。

午後５時になると３～５人の子どもが

やってくる。学生は毎回、パイやクッ

キー作り、割りばし鉄砲の工作を考え

るなど、子どもたちを飽きさせない工

夫をしている。

　高野さんは「実社会に接しながら、

自分で企画、実現することが刺激にな

る」と言い、関学社会学部２年の川村

あゆみさんは「学生の手ですべて作り

上げるのが面白い」、関学経済学部３

年の後藤ゆきさんは「学生生活だけで

は得られない経験ができるのは嬉し

い」と魅力を話す。

　学生の挑戦に、商店街の人たちは「一

緒に街を盛り上げたい」と口を揃えて

いる。　　　　　　　　　（進藤郁美）

　＝ウェブ（http://machigoto.jp）

に写真を多数掲載。

英語クイズやゲー
ム、料理、工作など
をする子ども預かり
サービスは月、水、
金 17 時 ～ 19 時。
2月 20 日にはコー
ヒーセミナー、3月
13 日は「はじめて
のおつかい」イベン
トを予定

iku_mi_iku
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空き店舗の活用で活性化
池田・関関ＣＯＬＯＲＳの挑戦
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豊
中池田おやこ劇場は舞台鑑賞

を中心に親子のふれあい、子

どもの育成を考え活動する団体だ。

１９７３年の創設で、当時子ども会員

だった人が今は親として参加すること

も少なくない。

　３カ月を区切りに３回の鑑賞会を行

う「例会」があり、会員は月１２００

円の会費で、そのうち１つの鑑賞会を

自由に選んで見ることができる。内容

は舞台演劇、人形劇、音楽コンサート

など多岐に渡るが、それぞれ未就学児、

小学生、小学高学年以上などと対象年

齢が分かれるため、子どもの年齢に応

じて選択できる。生の舞台に触れるこ

とで子どもたちは感受性や想像力が豊

かになり、内容を理解するため自分で

考える力を身に付けられる、という。

　活動は舞台鑑賞だけにとどまらな

い。鑑賞会の前後に開く交流会では、

役者や脚本家、演奏家らと直接ふれ合

うなど、内容に関連したイベントを行

う。２０１０年１２月の人形劇「いか

りのギョーザ」の事前交流会では、色々

なものを中身にした闇ギョーザ作りが

開かれた。

　小学４年生以上が対象の高学年キャ

ンプでは、中学、高校生が中心となっ

て企画から当日の運営まで行うため、

短期間で自主性や協調性、責任感が育

つという。おやこ劇場立ち上げ時から

関わり、２００５年まで事務局長を務

めた水野寿子さんは「大人が指導する

と、子どもはそれを待ってしまう。あ

れはダメ、これはダメと言わず、ルー

ルから自分たちで話し合って決めてい

く。問題が起きても『私はこう思うけ

ど、あなたはどう思う？』と自分で考

え判断させることが大事」と話す。幼

稚園から入会し現在大学生の男性は

「自分たちのしたいことができる。大

人も一緒に、どうしたら実現できるか

を考えてくれる」と話した。

　兄弟や親戚の集まりが減る中、異年

齢の子どもたちが一緒に活動する場と

しての役割も果たす。また、子育ての

アドバイスを受けられる子育てサーク

ルの側面もあるようだ。　（礒野健一）

1 月 23日に行われた例会「コメディークラウンサーカス」の舞台で、ピエロと一緒に笑顔を見せ
る子どもたち。豊中池田おやこ劇場入会などの問い合わせは、06－ 6864－ 8011

keniso

Family

おやこ劇場　豊かな心育む
地図、追加写真は
こちらから

豊
中市内で開かれる料理教室

「きっちんすまいる」が“重ね

煮”を提唱し、主婦やＯＬの間で人気

となっている。決められた順序で素材

を重ねて煮ることで、野菜のうまみを

引き出し、調味料を最小限におさえる

調理法で、「子どもの好き嫌いが減っ

た」「体質改善に役立つ」と評判だ。

　塾長の横地多実子さん

が「体によい調理法を若

いお母さんたちに伝えた

い」と、５年前に始めた。

初心者向けの「はじめて

レッスン」では１時間で

デザートを含めた６品を

完成させる。調理だけで

なく、食材の選び方や加

工食品の表示の見方、旬

の野菜について学ぶこと

ができ、人気の講座と

なっている。（早川方子）

Life

重ね煮キッチンおいしくスマイル

はじめてレッスンの受講生と一緒の横地さん（左から 2人目）。
問い合わせは、http://www.kitchen-smile.com/

sakozo

地図、追加写真は
こちらから

ハ
ーブを縁遠く感じられている方

もおられるでしょうか？　実

は皆さんの身近なシソやゴボウ、キャ

ベツもハーブなんです！　そしてハー

ブから取り出した香りがアロマで使う

エッセンシャルオイル。私がアロマや

ハーブを始めて良かったのは「ホーム

ケアの力」がついたこと。お医者様や

お薬に頼るのではなく、まず家ででき

ることはないか考えるようになったこ

と。そんなホームケアでできる「花粉

症の予防と緩和」が今回のテーマ。

　おすすめハーブティはネトル、エル

ダーフラワーが代表的。ネトルは緑茶

のような味わいで和食にも○。エル

ダーフラワーは優しい香りですが、イ

ンフルエンザの初期症状も和らげると

か。ただ種をまいて花が咲くのに月日

を要する様に、植物の効果を感じるに

は同じ様に時間がかかります。

　もう始まってしまった症状を少しで

も楽にしたい方にはフェイシャルス

チームがおすすめ。お湯を張った洗面

器にお好みのエッセンシャルオイルを

１～２滴落とし、目を閉じてその蒸気

を顔にあてます。おすすめはローズマ

リー。リフレッシュできます。なお掲

載情報は自己責任でご利用下さい。お

問い合わせは下記へお願いします。

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブの初

心者講座や資格講座、トリートメント

を扱うサロン「Mrs.Lavender」代表。

http://mrs-lavender.com/ ▽ 090-

1953-6875▽ info@mrs-lavender.com

Life

mrs_lavender

アロマで暮らしを楽しむ①
地図、追加写真は
こちらから
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能
勢の山で月に１回、親子で遊

びほうけよう！と、山遊びを

提案する北摂こども文化協会が２月

２６日１４時から池田駅前北会館５

号室（ステーションＮ３階）で子育

て教育講演会＆山遊び紹介を行う。

　社会教育学者の上杉孝實さん

が「山と遊ぶ、人と遊ぶ、心を育

てる～子どもの成長と、遊びのか

かわり～」と題して講演。その後、

２００１年から実施している山遊び

「ひと山まるごとプレイパーク」の

説明会が行われる。

　参加は無料だが、申し込みが必

要。定員５０人。問い合わせは北摂

こども文化協会（０７２－７６１－

９２４５）。

iku_mi_iku
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山遊びの紹介と
子育て教育講演

給
食の時、苦手なメニューに完

全に手が止まっていたあきら

ちゃん。保育士がそばに行こうとし

た瞬間、隣に座っていたたくちゃん

が、あきらちゃんのスプーンをもっ

て食べさせてくれました。

　たく「あ～～ん」

　今まで口をあけようとしなかった

あきらちゃんでしたが、

　あきら（パクッ！　モグモグ

……）

（豊中市・子どものつぶやき展より）

sakozo

Children

あ～～ん　
たく（１歳）

わ
んぱく盛りの悠生くん。カメ

ラを向けてもおじけづくこと

なく近づいてきてくれました。笑顔

が魅力的な未来のイケメンです。

Children

わが家の宝もの

　　　　　悠生くん（池田市）

sakozo

活動時間 10時半～ 11時半▽月会費 300円▽第 4
月曜日は姫室室町会館で。マチゴトウェブ（http://
machigoto.jp）に子育てサークル一覧表

カ
ンガルークラブは、池田市桃

園近辺に住む親子約１５組で

結成されている。メンバーは就学前

の子どもとその保護者で、第１～３

月曜日に市立桃園会館に集まる。

　役員の倉岡恵さんによると「大体

は５、６組程度が集まる」というさ

さやかなサークルだが、遊戯や絵本

の読み聞かせ、工作教室など、親子

で楽しめるよう工夫されている。

　遊戯や工作の題材は、お母さんた

ちが持ち回りで考える。１人のリー

ダーが引っ張るのではなく、協力し

合って運営する。それがクラブの方

針で、「ゆるい雰囲気のサークルな

ので、気軽に参加してください」と

呼び掛ける。　　　　　（早川方子）

Children

子育てサークル② カンガルーＣ
sakozo

地図、追加写真は
こちらから

名
前を呼んで――

　子どもができたらいつの間にか「パ

パ」「ママ」と呼び合うのが普通になっ

ていないだろうか。

　はじめのうちは、ママになったんだ、

なんてうれしく思っていたママたち

も、だんだん「私はあなたの母親じゃ

ない」とモヤモヤしているかもしれな

い。それでなくても、誰かに「○○ちゃ

んのママ」と呼ばれるたびに、「私に

だって名前がある！」と感じる女性は

多い。

　子どもの前では「パパ」「ママ」でも、

夫婦二人の時は名前で呼び合うのはど

うだろう。意識してメリハリをつける。

父親、母親ではなく、夫婦に戻る時間、

恋人に戻る時間も必要だ。

　パパだって、会社では「課長」なん

て役職で呼ばれて、家では「パパ」では、

自分に戻れる時間がない。

　そしてたまには、子どもを預けて二

人で出かけるのもおすすめ。子連れで

は行けないお店に、子連れでは着られ

ない服を着て、デートする。夜にでか

けるのが難しかったら、予約してラン

チでもいい。

　夫婦が仲よくいることが、いちばん

の子育てだと思う。

【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住

のライター・コピーライター。２歳男

児の母。夫は平日の夫婦２人の弁当と、

休日の朝昼晩の食事をつくるイクメ

ン。http://ameblo.jp/mamawriter/

Children

hirokosawaragi

夫婦で楽しむＷの子育て⑤
地図、追加写真は
こちらから

つ
ぶらな瞳と真一文字に結んだ

口。かわいらしさとかっこよ

さの両方が備わっている顔ですね。

うらやましいな～。

Children

　　　　　　あらき　はる君
　　　　　（池田市立緑丘保育所）

sakozo

ぼくのかお③
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日
本最高峰のプロ合唱団、東京混

声合唱団（東混）が３月２６日、

池田市民文化会館アゼリアホールで特

別演奏会を行う。その東混と共演する

ため、池田市を中心に北摂地域の市民

によって結成されたのが東混と歌う会

だ。下は小学生から上は７０代まで、

総勢１３７人が参加している。

　学生時代以来、数十年ぶりに合唱に

参加した人、退職後に教室に通って合

唱を始めた人、さまざまな経歴の参加

者が東混とともに思いを込めて歌うの

は、唱歌メドレー「ふるさとの四季」

だ。「故郷」から始まり、「春の小川」「わ

れは海の子」「村祭」など、日本の四

季を歌い上げ、最後も「故郷」でしめる。

　東混も含め指揮をするのは大阪音学

大学卒業でウクライナ・チェルニーゴ

フフィルハーモニー交響楽団第２指揮

者を務める髙谷光信さん。東混と歌う

会について「コーラス、つまり声は１

番身近な楽器で親しみやすく、演奏会

がきっかけで世代を超えたつながりが

生まれる点も素晴らしい。『ふるさと

の四季』は日本らしい風景を歌うもの。

歌う方、聞く方それぞれの情景が思い

浮かび、混ざり合って、大きな花火の

ような瞬間芸術が生まれる」と話す。

　合唱指導をする中村勝栄さんは「結

成から４カ月、団としての歌声が出て

きた」と評価する。吹田市から参加す

る藤村荘平さんは「練習ごとに手応え

を感じる。ハモリ方も良くなった」と

話した。最年少、小学４年生の相田明

夏さんは「緊張していても髙谷先生の

話を聞くと楽になる」と信頼を寄せた。

　東混の演奏曲には、「お正月」や「鳩

ぽっぽ」などを作詞し、池田市で半生

を過ごした東くめの唱歌メドレーもあ

る。「混声合唱版はこれが初演。それ

がゆかりの池田市で演奏され、指揮で

きることは光栄」と髙谷さんは語る。

　また、阪神淡路大震災を題材にし、

復興に向けた力強いメッセージを込め

た「未来へ」や、日本初演となるロシ

ア的なウクライナ民謡「隣の庭のあひ

るさん（Ｍ・レントーヴィッチ作曲）」

も披露される。　　　　　（礒野健一）

練習に励む東混と歌う会と、指導をする指揮者の髙谷光信さん（右）。チケットなど詳しい問い合
わせは池田市民文化会館 072－ 761－ 8811。7面に招待券プレゼント情報

keniso

Culture

東混と歌う　池田で３月２６日
地図、追加写真は
こちらから

Calendar

３月上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

２日（水）

春のツバキと絵画展（１４日まで）／豊中市・服部緑地都市緑化植物園展示室
10 時～ 17時。園内で咲いた見ごろのツバキの切り花 40種前後の切り花と、中島力生さんのツバキの絵を展示。

無料（植物園に入る場合は 270円）。服部緑地都市緑化植物園 06-6866-3622。

吉田堅治画伯の画業を偲ぶ遺作展／池田市・秦野小学校、呉服小学校
2 日＝ 10時 30 分～、秦野小学校（吉田堅治の母校）▽ 4日＝ 10時 30 分～、呉服小学校（吉田堅治のかつて

の勤務校）で作品展示とＤＶＤ鑑賞。無料。秦野小学校 072-751-4549 ▽呉服小学校 072-751-4364。

３日（木）

若者のための就活実践塾／豊中市生活情報センターくらしかん３階会議室
14 時～ 17時。３月卒業予定者や 30歳までの求職中の人が対象。なぜ働くのか、正規雇用と非正規雇用の違い

などについて、進行役を含めてグループ討議し、それぞれのキャリアプランを考える。無料。定員 20人。申し

込みは主催の豊中市無料職業紹介所 06-6858-6861。

５日（土）

第４回東豊台コンサート／豊中市東豊中町６－２、東豊台小学校体育館
13 時～ 15時半。東豊台「第九を歌う会」のメンバー約１７０人による「歓喜の歌」（指揮・田中勉さん）のほか、

大阪音楽大学専攻科生による歌曲「春の歌」「ハバネラ」「燃える心を」「闘牛士の歌」、公民館を中心に活動す

るゴスペル、ハーモニカ、ヘルマンハープのグループによる演奏。無料。東豊台公民分館主催。問い合わせは

古八英之さん 06-6854-3759。

映画「ヒロシマ・ピョンヤン」／豊中市岡町北３－１３、豊中人権まちづくりセンター２階大集会
室
13時半～15時半。原爆投下の12日後に広島に入って被爆し、その後、北朝鮮で暮らす母と娘のドキュメンタリー

映画。上映後、伊藤孝司監督の講演。無料。定員 50人。豊中人権まちづくりセンター主催。とよなか人権文化

まちづくり協会 06-6841-5300。

卓球のまち池田　ピンポン祭り／池田市立総合スポーツセンター
9 時～ 11時 30分、13時 30分～ 16時の２部制。日本生命女子卓球部の講習会とお楽しみ抽選会。市民や近隣

の卓球愛好家が対象。初心者でも参加できる。2月 25日までに総合スポーツセンターなどにある用紙に記入し

て申し込む。生涯学習推進課 072-754-6480。

６日（日）

Ｗｈａｔ’ｓ　Ｌｉｖｅ「祝の音楽」／豊中市桜の町６－１０、ロマンチック街道Ｔ．ｓビル２階、お好み
工房「ほわっと」
12 時開場、14時開演。赤澤香住さん（フルート）、尾崎則子さん（フルート）、久保美緒（ピアノ）の演奏で、

四季より「春」「また君に恋してる」「愛のあいさつ」「プラハの思い出」など。食事つき（お好み焼きのコース、

演奏の前後の食事）で 3500 円。要予約。お好み工房ほわっと 06-6855-8303。

ちっちゃなショップフェア／豊中市蛍池東町２－１－３、武岡ビル「ジョイズカフェ」
11 時～ 16時。とよなかインキュベーションセンター、とよなか経営塾に参加する起業家、事業所が、和食器、

手焼きバウムクーヘン、おさんぽストラップなど自慢の商品を販売。また、手作りアロマ、ハンドベル、メッセー

ジブック作りの体験会も開催する。とよなかインキュベーションセンター 06-6840-1955

８日（火）

篠原克治展（１３日まで）／豊中市本町１－１、豊中市民ギャラリー（阪急豊中駅南のガード下）
豊中市美術協会会員の篠原さんの「ビデオテープによるインスタレーション」。ビデオテープをギャラリーに張

りめぐらす芸術作品。無料。12日 13時から「ビデオテープを使って遊ぼう！」。参加自由。豊中市民ギャラリー

06-6846-8621。

９日（水）

地産地消／豊中市生活情報センターくらしかん１階
10 時～ 12時。近郊の米や卵、野菜などを有料配布。売り切れ次第終了。くらしかん登録グループ連絡会主催。

とよなか消費者協会 06-6858-5060。
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この街には、知ってそうで知らない、街の巨匠（マイスター）がいっぱい。
マチゴトは、豊中市、池田市で見つけた街のマイスターを紹介していきます。

豊中と池
田の

限定特集
豊中と池

田の

限定特集

の皆さんです。

第３回目は

豊中商工会

詳細情報は、マチゴトの公式WEBサイトからもご覧いただけます。
検索サイトからカタカナで　 マチゴト 検索

★ ★

★ 古嶋二郎さん

休

鰹節のダシガラや伐採した木材からた
い肥を作り、栄養満点の土壌で野菜や米
を育てています。次世代の農業に伝える
ため、各種データもしっかり管理。「人こ
そ宝です」と古嶋さん。

③株式会社 古嶋商店

安全でおいしい野菜はミシュラン星付き
レストランが買い付けるほど

072-７３７-１０３８

★

月、火、木、金（直売店）

★ 東忠男さん

休

山芋専門店。お好み焼き粉のほか、フリー
ズドライにしたたこ焼き菓子や踊るたこ
焼き器など、ユニーク商品は枚挙にいと
まがない。「冬はわかめ採り、春は山菜採
り」という永遠の自然児。

④ブランケネーゼ 株式会社

国産の山芋だけを使用。味にもこだわった
山芋のパイオニアです

072-752-7731

★

土・日・祝祭日

★ 奥田三枝子さん

休

豊中市の起業家を支援・育成する施設
のマネジャー。あらゆる面で起業家をサ
ポートします。ママさんソフトボール経
験者で、遠投には自信あり。「その辺の男
子には負けませんヨ」

⑥とよなかインキュベーションセンター

ほかの起業家の行動が常に目に
入るので、仕事熱が冷めにくい

06-6840-1955

★

土・日・祝祭日

★ 白井正明さん

休

都市と農村をつなぐアンテナショップ。
近隣で採れる野菜にこだわり、農家の顔
が見えるよう心がけています。帰宅途中
に寄り道して食べるラーメンは格別。嫁
の夕飯？　もちろん食べます。

⑦行きつけ農村のあるくらし 豊中駅前店

「チンゲン菜と納豆のチャンプルーセット」
などユニークな野菜セットもある

06-6854-3355

★

元日のみ

★ 河村賢造さん

休

産地直送の野菜専門店。安心・安全で味
にもこだわった農作物を、野菜ソムリエ
が安価で対面販売しています。大学で環
境問題について学んでいただけあって、
いまでも一番の関心ごと。

⑤野菜ソムリエの店 のら

野菜のことなら誰にも負けません。
なんでも聞いてくださいね！！

06-6872-9800

★

元日のみ

★ 日夏昌彦さん

休

本業はブライダル。趣味の釣り熱が高じ
て水中カメラ「うみなかみるぞう君」を
開発するなど、時代を先行するものづく
りの申し子。自宅の屋上には自作の露天
風呂。休日でもものづくり。

⑨有限会社 ファーストシーン

今度は食品。イベリコ豚のカップ入り
お好み焼きを近々ネットで販売

06-6846-3987

★

お盆と年末年始

★ 服部はっぴー！ちゃん

休

服部のまちづくりに情熱中のフォトデ
ザイン事務所 CHICCA PHOTO DESIGN に
居候中のゆるキャラ「服部はっぴー！」
です。鳥カラ大好き、味にはコダワリマ
ス。

⑩村上文庫 presented by CHICCA PHOTO DESIGN

ぼく、「服部はっぴー！」に会いに来てくれたら
「はっぴーステッカー」をプレゼント！

06-7493-5126

★

日・祝祭日

★ 吉田哲平さん

休

「おおさか地域創造ファンド」の担当者。
経営者とともに豊能地域の新ビジネス
を盛り上げています。東南アジアや中国
内陸部を一人で旅歩き、あえて困難な状
況に身をおくのが好き。

⑧豊中商工会議所

ビジネスで少しでも「？」があれば、
ぜひ豊中商工会議所へ！

06-6845-8006

★

土・日・祝祭日

★ 冨鶴高さん

休

世界へ発信するワインの食器ブランド。
食器はすべて手づくり。日本の伝統工芸
や産業技術を取り入れたデザインは海
外でも人気。音楽が大好きで、イベント
をプロデュースすることも。

⑫株式会社 トミヅル工業 和鶴

職人による食器はどれも逸品級。
“ワイングラスゆらり”が特に人気

06-6867-6118

★

日・祝祭日

★ 右田高有佑さん

休

青森県八戸の「八戸前沖さば」だけを
使った鯖寿司専門店。脂ののった「とろ
鯖」は臭みがなく酸っぱくないと評判。
仮面ライダーの大ファンで、ライダーベ
ルトやメダルを収集中。

⑬株式会社 鯖や

口のなかでとろける「とろ鯖」は、
一度食べたら病みつきに！

06-6335-2204

★

元日のみ

★ 岡田昭二さん

休

自動車部品、用品メーカー。情報過多な
今こそ「自分が必要なものは皆様にも必
要なはず」の精神でニーズに応えます。
将棋と犬が大好き。愛犬がお産の時には
へその緒を切ったことも。

⑪株式会社 岡田製作所

顧客第一主義。すばやいネットワークで
企画、受注、物流

06-6863-3900

★

日曜

★ 石原由美子さん

休

６人の講師と１０人のチアが所属する
チアリーダーズクラブ。直営スクール
のほか、自治体のイベントや幼稚園に
も出張しています。１歳の女の子のマ
マで、子育てと仕事の両立で奮闘中。

⑮ＮＰＯ法人 ＪＵＭＰＳ

私たちは“元気配達便”。
元気の輪っかを関西一円に広げます

06-6946-2580

★

元日のみ

★ 伊藤浩さん

休

昨年９月、３０年に及ぶ競輪選手生活に
ピリオドを打ち、イオンの力で歯垢を浮
かせる歯磨き粉いらずの歯ブラシ「ピ
タットイオン」を開発。健康や運動に詳
しいのはさすが元アスリート。

⑯株式会社 ネクスマイル

ピタットイオンは口内炎がひどい人や
寝たきりの人でも使えます

06-6599-8281

★

土・日・祝祭日

★ 郡司勝彦さん

休

船舶用エアコンなどの輸入＆販売メー
カー。大学４年の時にドイツの工場へ実
習留学し、機内で妻と出会いました。娘
たちや孫も家族そろってドイツ通。なに
かとドイツに縁があります。

⑭グンジ 株式会社

自動ブレーキ付き車いすを開発。
乗る時、降りる時の転倒を防止

06-6451-5615

★

（原則）土・日曜

★ 子安丈士さん

休

創業３００年を迎える老舗飲料メー
カー。箕面の柚子を使った「柚子サイ
ダー」など地元特産品で町おこしをお手
伝い。競争が激しい缶コーヒーは勉強に
なるので新製品が出るたびに購入。

①能勢酒造 株式会社

有田みかんサイダーを販売中。
無香料・無着色にこだわりました

072-753-2222

★

（原則）土・日曜
〒 豊能郡能勢町吉野３５８

地図はWEBから

★ ★★ 山口宗太郎さん

休

大阪では珍しい納豆メーカーの三代目。
大豆にとことんこだわり、昨年からは地
元の能勢で大豆を栽培し、それを納豆に
して販売しています。自転車で瀬戸内海
と九州を１周した行動派。

②山口食品 株式会社

熟成日数の違う｢食べくらべ｣
(6本5000円)は三代目入魂の品

072-739-2336

★

年始のみ
〒 豊能郡豊能町余野５３２

地図はWEBから

〒 豊能郡能勢町地黄１１８－２
地図はWEBから

〒 池田市桃園１－３－１３

〒 豊中市新千里東町１－３－１１７

kenzo0226

せんちゅうパル１Ｆフードコーナー内
〒 豊中市蛍池中町３－９－２０

toyonakaincu

〒 豊中市本町１－７－５

eslowlife

〒 豊中市岡町北１－１－２

hgatm

〒 豊中市曽根西町４－５－２３

First_scene

〒 豊中市服部西町２－４－１２

hattorihappy

〒 豊中市穂積２－５－６ 〒 豊中市上津島２－２１－２９－２Ｃ

tommytsuru

〒 豊中市庄内東町１－７－３３

sabaya777

〒 大阪市福島区海老江１－９－１２ 〒 大阪市中央区谷町３－２－１２

jumpscheer

〒 大阪市西区北堀江１-３-２０-４０３
地図はWEBから 地図はWEBから 地図はWEBから
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詳細はWEBで

ブランケネーゼ

インキュベーションセンター

のら野菜ソムリエの店

行きつけ農村のあるくらし

豊中商工会議所

ファーストシーン

岡田製作所
トミヅル工業

村上文庫

鯖や

■阪急宝塚線

■
北
大
阪
急
行
線

斬新なアイデアと、緻密で確かな技術が受け継がれている大阪。
ものづくりやサービスで、ユニークなマイスターたちが、まちを盛り上げます。

ツイッターを利用しているマイスターは、　 マークがついています。気になるマイスターは、フォローしましょう。

地元で活躍する粋な商売人を紹介



62011/ 2-3week   vol.15

豊
中市のほぼ中心部、兎（うさぎ）

川と天竺（てんじく）川との

合流点に、平屋建ての屋根に箱が乗っ

たような一軒家がある。こんなとこ

ろに？と、驚きがあるのが「アエレカ

フェ」で、オーナーの伊藤泰行さんが

２００３年１０月にオープンさせた。

　「地に根ざし、お客さんの顔を覚え、

会話をして近い距離で向き合いたい」

と、この場所を選んだ。建物は第６回

豊中市都市デザイン賞を受賞した。

　伊藤さんは工務店の３代目として、

建築を学んだこともあり、手仕事を大

事にした店づくりをしている。原点は

子どものころ、職人さんがいる環境で

育ったことにあるという。「大工さん

からもらった木の切りくずをおもちゃ

にして遊んだ。手仕事が当たり前の世

界で育った」

　店は北欧スタイルを取り入れ、素材

にこだわり、天然の木を多く使ってい

る。デンマークの作家、ボーエ・モー

エンセンの椅子やルイスポールセン社

の照明、ロイヤルコペンハーゲンの食

器などを使い、「本物を提案し、手仕

事の良さを発信したい」と伊藤さん。

仏語で「風通しの良い」という店名に

は、そんな思いが込められている。

　年に５、６回、海外へ出かけ、店で

扱うものを探してくるのも楽しみだと

いう。「自分のことを言葉で表現する

のは難しいけど、店に来てもらえれば、

分かってもらえるかな」と照れた。

　大きな窓から光が差し込み、解放感

たっぷりの店内は居心地よく、２、３

時間、おしゃべりを楽しむお客さんも

多いそうだ。レモンやケヤキ、ローズ

マリー、シマトネリコなどが植えられ

た庭では犬を遊ばせることもできる。

　グリエールチーズがたっぷりかかっ

た「有機キャベツとベシャメルソース

のホットサンド」が定番メニュー。スー

プとサラダが付いて９５０円。取材日

の月替わりサンドは黒トリュフサンド

（１２７０円）、月替わりご飯はポーク

ピカタ（１０５０円）だった。季節限

定のビーフストロガノフ、カレーも人

気があるそうだ。　　　　（進藤郁美）

【アエレカフェ】豊中市熊野町 1－ 2－ 1▽ 11時～ 23時（ランチは 11時～ 14時 30分）▽無
休▽ 06－ 6856－ 0023

iku_mi_iku

Gourmet

手仕事を大事に　アエレカフェ
地図、追加写真は
こちらから

岡
町駅からの能勢街道は、線路の

１本東側の道を北上する。この

あたりは、歴史を積み重ねた家が点在

する。村田たばこ店もその１つだ。２

階部分は背が低く、だ円形に近い窓に

縦格子が入っていて風情がある。

　１００年以上たつのだろうか。店の

女性は「南側に傾いているんですよ」

と苦笑いした。廊下がなく、部屋はふ

すまで仕切られているだけで、個室が

ないと言う。「子どもには評判が悪く

て」と、古い家の悩みを語った。

　少し歩くと良本酒店。主人によると、

もとはしょうゆの醸造をしていた。本

家は酒蔵だったそうだ。「建物は明治

のものと思われる。夏は暑い。冬は寒

いし、底冷えがする」と、ここでも古

い家の悩みを聞いた。

　また古民家が目に入る。そこに住む

高木秀尚さんによると、土蔵を改修し

た際に、天保年間（１８３０～４４年）

のくぎが使われているのが分かった。

高木さんは「豊臣秀吉が有馬の大茶会

の時に能勢街道を通った」「ひいじい

さんが会津の戦い（戊辰＝ぼしん＝戦

争の１局面、１８６８年）に行った」

などと語る。能勢街道での立ち話にふ

さわしくて、うれしくなった。

　街道をそれて東へ行き、桜塚高校の

前で足を止めた。グラウンドの塀の一

部は、前身の旧豊中高等女学校が創設

された１９３８年当時のもので、国の

登録有形文化財になっている。

　茶色のれんがを１６段積み重ねて柱

にし、その間をコンクリート板がつな

いでいる。コンクリートには、桜の花

の透かし穴があいていて、れんがとの

組み合わせが何とも愛らしい。

　豊中駅の手前に堂があり、栄地蔵と

名づけられた石仏４体が安置されてい

た。石柱があり１９５４年の建立とわ

かる。近くの女性とまた立ち話。「こ

のあたりを掘ると石仏が出て、おまつ

りしたと聞いている。みんなが栄える

ようにと名前をつけ、何かとお願いを

する」。地域に溶け込んだ地蔵だと感

じた。（梶川伸）＝ウェブ（http://

machigoto.jp）にはほかの写真も掲載。

高木家の外観。土蔵からは天保時代のくぎが出てきた

shin7000

Culture

能勢街道⑩　岡町～豊中
地図、追加写真は
こちらから



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
能勢の土地と作物と、作り手に感謝

取材先の能勢でお米と納豆をいただきました。ど
ちらも地元の会社、古嶋商店と山口食品による

ものです。「ありがとう」と書かれた袋の中身は、カ
ツオブシや古い木材をリユースして作った栄養のある
たい肥で育てられたお米。人の知恵と自然の力による
“作品”です。感謝しつついただきたいと思います。

（マチゴト編集部・早川方子）

sakozo

古嶋商店の米と山口食品の
納豆

Thank
You
石橋キャンパスプロジェクトに感謝状

大阪大学の学生が石橋の街を１つのキャンパスと見立て、商店街などと一緒に
さまざまなイベントや体験教室を企画、開催する「石橋キャンパスプロジェ

クト」に対し２月９日、池田市から感謝状が贈られた。
　学生側の中心サークル「石橋×阪大」を代表し、文学部４回生の奥村美咲さんが
市役所を訪ね、倉田薫市長から感謝状を受け取った。市長は「これからも学生なら
ではの発想やエネルギーで、行政ではできない部分を補ってほしい。今やっている
ことは種まき。いつかどこかから芽が出るはず」と激励した。奥村さんは「企画を
進められたのは、地域、商店街、大学など多くの支えがあったから。商店街の方々
に表彰を報告すると、自分のことのように喜んでくれた」と笑顔を見せた。（礒野健一）

keniso

Present

東京混声合唱団　招待券プレゼント

３月２６日に池田市民文化会館アゼリアホールで「東京混声合唱団特別演奏会
ＩＮ池田」が行われる。詳しい内容は４面参照。開場１３時半、開演１４時。

前売３５００円、当日４０００円。全席指定で、未就学児の入場は不可。
　マチゴトは、このコンサートの招待券を抽選で３組６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（２／１７日号）までお
送り下さい。３月２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
有り難いできごとでした

去年、池田市民文化会館に映画鑑賞に行った娘。取り外し可能な歯列矯（きょう）
正装置を付けて出掛けていました。おやつを食べるときに、矯正装置を外し、

紛失してしまいました
　紛失に気付き、会館の人に話すと、ホールを開けて、一緒に探してくださいました。
公園でなくした可能性もあり、翌日、もう一度、探させてもらいました。清掃担当
の職員さんが、ゴミ庫から、ゴミ袋を出してきてくださり、事務所の人と一緒に探
してくださいました。雨が降っており、合羽を着て探していると、清掃の職員さん
が傘を、貸してくださいました。装置は、見つかりませんでしたが、一緒に探して
下さったことに感謝いたします。有り難いできごとでした。　　（１６８ｃｍさん）

shin7000

Thank
You
わたしのおとうと

おとうとはすぐに手を出す　おとうとはすぐなく
おとうとはすぐ人のせいにする

わたしはいつもはらがたつ
だけどねる時
おとうとの手をさわると　すぐねむくなる
けんかもするけど　いじわるもしちゃうけど
おとうとが大すき
　　　　　＝五月丘小学校２年、斎藤美緒さん
　　　　　　　（池田「伝えよう！いのちのつながり」第１３回作品から）
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