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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

豊中出身、矢井田瞳さん
充電期間を経て活動を再開
sakozo

豊

中市出身のシンガーソングライ
ター、矢井田瞳さんが結婚・出

産という充電期間を経て、活動を再ス
タートさせた。６月に大阪から始まる
ライブツアーを前に、マチゴト読者に
思いを寄せた。
（聞き手・早川方子）
――結婚や出産は音楽活動にどのよう
な影響を及ぼしましたか？
「人の親になったのだ」という尊い
気持ちになり、背中がシャンとしまし
た。変わったというより、底が広がっ
た感じがします。自分が今まで知らな
かった種類の「愛」を感じることもで
きました。曲を書く角度も、これまで
以上に増えてくれそうです。
――子育てでうれしかったことは？
成長していく姿を見るとうれしいで
すが、よく考えてみると、私の方が日々
育ててもらっている感じがします。
――新曲「Simple is Best」に込めた

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

思いをお聞かせください。
シンプルが１番だ！と思っていて
も、日々の生活の中で自ら複雑にして
しまったり、当初の目的や情熱を忘れ
てしまったりします。なりふり構わず
誰かを守ろうとする美しさや強さみた
いなものも、このタイトルに込めまし
た。ポジティブな時に浮かんだ言葉が
たくさん詰まっているので、曲を聴い
てちょっとでも元気になってくれた
ら本望です！ 生命力や強さを表現し
たかったので、サウンドもメロディー
もストレート！を意識して制作しまし

新 曲 の「Simple is
Best」 発 売 中。 ツ
アーは、6 月 17 日、
グランキューブ大
阪▽ 6 月 19 日、神
戸国際会館▽ 6 月
22 日、東京・NHK
ホ ー ル、 他。 詳 し
く は、http://www.
hitomi-yaida.com

た。
――地元ファンへ一言お願いします
熱～い夜を皆さんと作りたいと思
いますので、ぜひライブに遊びに来
て下さい！＝全文はマチゴトウェブ
（http://machigoto.jp）に掲載。
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

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

2011/

3-1week

vol.16

2

Children

親子でアロマワークショップ

地図、追加写真は
こちらから

School

視察多いスマイルファクトリー

地図、追加写真は
こちらから

keniso

iku_mi_iku
田市渋谷３、渋谷会館で２月

子育てサークルの渋谷キッズが親子

２１日、アロマワークショップ

で気軽に楽しめる教室を開きたいと、

池

フリースクール「スマイルファ

不登校や発達障害に対する社会の認

が開かれ、７組の親子が精油を使った

アロマセラピーアドバイザーで「リラ

クトリー」がある。ＮＰＯ法人トイ

識が少なく、理解されないこともあっ

アロマスプレー作りに挑戦した。

クゼーションサロンナディア」を主宰

ボックス代表理事の白井智子さんが、 たが、今は全国から自治体や教師が見

池

80 種類のオイルの中から好きな香りを選び、スプレーを作る
子どもたち。オレンジやレモンの香りが人気だった

田市立山の家（五月丘５）に、 が来るところではない、と告げるのだ。

する宮尾飛鳥さんに相談

池田市から委託を受けて校長に就任、 学に来るようになった。それでもまだ、

し、初めて開催した。

２００３年９月に開校した。小、中学

財政面で厳しい状況が続き、人員不足

子どもたちは香りの素

校の卒業単位を得られ、池田市民なら

を招いている。
「ある調査では１２％

となる精油の小瓶を手に

スクーリングの月謝や相談料は無料と

の子どもが発達障害というデータもあ

とり、興味津々にふたを

いうシステムは注目を集め、２００７

り、公教育の中できちんとサポートす

開けて香りを試してい

年４月からは高校卒業資格が取れるハ

る態勢を整える必要がある。ここの活

た。３種類の香りを混ぜ

イスクール（有料）も開校した。不登

動がどこでもやれるようにならなけれ

てスプレーを作った砂川

校や発達障害などの子ども約４０人が

ばいけない」と白井さんは語る。

雅明君は「初めて作った。

通っている。

２月１２日に行われたスクールのお

いいにおい」と、満足そ

白井さんは「コミュニティーの中で、 祭り「スマイルフェスタ」では、生徒

うだった。今後は２カ月

２つのことを徹底している」と話す。 が準備した縁日を、近くの親子連れな

に１度開催する予定。

１つはいじめを絶対に許さないこと。 どが楽しんだ。さまざまな年齢の子ど

（進藤郁美）

「子どもたちにはまず、人を信じるこ

もたちが協力してイベントを運営し、

とを教える。人を信じられないから、 それを教員たちが見守る様子に、懐か
攻撃される前に攻撃してしまう。それ

School

さくらづか保育園で小さな茶会

地図、追加写真は
こちらから

しい温かさを感じる人もいた。

ができなければ小学生でも集団から離

白井さんは言う。
「以前は学級崩壊

れてもらい、スタッフが１対１で対応

しかけたこともあったが、子どもたち

する」
。もう１つはここが「来たい子

と一緒に教員も成長した。自分の能力

だけが来る場所」とはっきりさせるこ

が伸ばせる環境を作れば、子どもたち

と。文句ばかりで他人に背を向ける人

は必ず伸びるよ」

（礒野健一）

sakozo

豊

中市中桜塚、さくらづか保育
園は毎月第３木曜日に茶会を

開いている。板間にゴザを敷き、約
２０人の年長組が正座。近所に住む
茶道の師匠、曽我尾恕子（ひろこ）
さんと稲岡悠紀子さんから手ほどき
を受け、小さな手で抹茶をたてる。
茶会は日本の伝統文化に親しむの
が目的で、５年前に始まった。土井
文子園長は「１年続けると、少しず
つですが長く正座できるようになっ
ていきます」と目を細める。２月
１７日の茶会では、お茶と和菓子を
食べた園児らが口々に「おいしい」
「もっとほしい」と言い合い、最後
はかわいらしい声で「結構なお手前
でした」とお辞儀した。
（早川方子）

さくらづか保育園は 3 月に新しい園舎が完成する。
園児らは真新しい 10 畳の和室で茶会を開くのを楽
しみにしている

小、中学生が共に学ぶ授業風景。詳しい活動内容、見学の申し込みなどはスマイルファクトリー
072 － 751 － 1145（火曜、祝日は休み）

4大新聞紙で
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Children

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

sakozo

連

こと。ここで気をつけたいのは生返事

たくないと言う――

をしないことだ。

年末年始など、長期の休み明けにな
行きたくない」と言い出す子がいる。

「子どもは本当に話を聞いているの
か聞いていないのかがわかります」
日中働いているママは、毎夜寝る前

連休前には普通に通っていたのに、一

に母子で絵本を読むなど、子どものた

体なにが問題なのだろうか。

めだけの時間を作ってあげる。１０分

室町幼稚園の佐々木禮子園長は「連

Children

わが家の宝もの

そーと
ようすけ（２歳）

sakozo

休明けに決まって幼稚園に行き

ると、いきなり「幼稚園（保育園）に

Children

お

そろいのチェックのシャツが
お似合いの双子ちゃん、大地

ま

さと「あっ！ 赤ちゃんのま
る虫！」

くんと七海ちゃんです。ふたり仲良
くお絵かき中。夢中になっている横
顔がかわいいですね。

と、小さいまる虫をつまもうとし
ました。
ようすけ「そーと そーと」

だけでもママと過ごせる時間が約束さ

休中に長時間ママと過ごせたことで、 れていれば子どもは安心するのだ。
離れがたいのでしょう」と話す。

sakozo

お母さんのおなかの中の赤ちゃん

「短時間でも濃密な時間を過ごせば

のことが大事だと感じているようす

甘えたいという欲求もやわらぐはず。

けちゃんは、まる虫の赤ちゃんも大

気持ちを落ち着かせるために、とにか

そうすればママと離れている時間も我

事にかかわらなければと思ったよう

く子どもの話を聞いてあげることが大

慢できるようになります」
（早川方子）

です。

もっと甘えていたいという子どもの

切だという。洗濯をしていても耳だけ 【 室町幼稚園 】池田市室町７－４。
は傾けたり、料理をしながらでも返事

１９２２年に園舎をもたない「家なき

をするなど、ママの注意が自分に向け

幼稚園」として発足。９０年の伝統を

られているのだと子どもに実感させる

もつ。電話０７２－７５１－４０２９

Children

ぼくの絵本①
sakozo

ら

い君が書いた絵本「たこやき
さん」からの１場面です。

Life

素のままフェスタ
３月５日に豊中で
shin7000

豊

中市の障害者らのグループが
日ごろから練習してきた舞台

（豊中市・子どものつぶやき展より）
大地くんと七海ちゃん
（池田市）

Children

子育てサークル③ おひさまＬ

地図、追加写真は
こちらから

sakozo

お

ひさまランドは毎月第３月曜

をして、地域の子育てに関するさまざ

日、池田市旭丘１の秦野会館に

まな活動を経済的にも支えているた

ふっくら、こんがり焼けたたこや

アートを発表する「素（そ）のまま

集まっている。会館がある渋谷中学校

め、会費は無料。サークル代表の福田

きがおいしそう！ らい君はたこや

フェスタ２０１１」
（実行委員会主

区の民生委員らが２カ月に１度バザー

加代さんによると、近年開発された新

きが大好きなんでしょうね。

催）が、３月５日１１時～１６時、

興住宅地の影響で参加者

豊中市民会館大ホールで開かれる。

は年々増えているとい

豊中市内の福祉施設を利用してい

う。取材した日、初めて

る障害者らがグループをつくり、ダ

参加した鈴木倫子さんも

ンスやゴスペル、身近なものを楽器

引っ越してきたばかりだ

にして演奏するジャグバンドといっ

が「ママ友がすぐにでき

た舞台アートに取り組んでいる。そ

た」と笑顔を見せた。

読みやすく書かれた字もとても上
手です。

とよはら らい君
（豊中市・さくらづか保育園）

の１年に１回の発表会で、今年は

０歳～就学前の子ども

１２回目。みとい製作所、糸をか

と保護者が参加。運営委

し、いろえんぴつ、ゆうかりの家な

員７人がお菓子作りや水

ど１１グループが出演する。入場料

遊びなどを企画し、楽し

５００円。問い合わせはＮＰＯ法人
パコ（０６－６８６８－２１５３）
。

活動時間 10 時～正午▽会費無料▽第 3 月曜日、秦野会館▽ウェ
ブ（http://machigoto.jp）に子育てサークル一覧表

く参加できるよう工夫し
ている。

（早川方子）
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３月中旬の催しピックアップ

4

地図、追加写真は
こちらから

m_toyonakaikeda
１０日（木）
あそびのひろば ／池田市・五月山児童文化センター
10 時半～ 12 時。池田中学校区子育て支援事業の一環。未就園児とその保護者が対象。ままごとや積み木、プ
ラネタリウム、おはなしコンサートなど。無料。五月山児童文化センター 072-752-6301。

Life

地図、追加写真は
こちらから

小ネタ満載 まち歩きＭＡＰ
keniso
田市を訪れた人に、より池田を

はもちろん、ジャンル分けした飲食店

楽しんでもらおうと、まちづく

情報など盛りだくさんの内容となって

り会社「いけだサンシー」が「池田ま

いて、池田市民にも意外な発見があり

ち歩きＭＡＰ」を発行した。観光名所

そうだ。

池

１２日（土）

池田市のマスコット
キャラクター・ふくまる

公民館早春講座「地球は生きている！繰り返される大地震」
（３月１９日との２回）／豊
中市立中央公民館

くんも「おもしろい小ネ

10 時～ 12 時。山崎貞治・神戸女子大学講師が「プレートの動きと世界で起こる大地震」
「地震から発生する津
波の怖さ」のテーマで講演。中学生以上が対象。定員 30 人。無料。3 月 4 日から電話 06-6866-0555 で受け付け。

タが満載で見どころたっ
ぷりだよ。家族で回遊で

おたな感謝祭（１３日まで）／池田市・エコミュージアム、こいし歯科（栄本町）ほか

きるコースもあるんだ

池田まち歩きＭＡＰ（右記事参照）発行を記念し、名所を散策する「池田おたな巡り」を開催。池田駅前てる
てる広場を 13 日 14 時出発。定員 20 名、参加費 1000 円。13 日 12 時、15 時からは、こいし歯科で「手水寄席」
を開催。小学生落語家・小学亭牛乳瓶が初の高座に立つ。いけだサンシー 072-751-5591。

～！」とアピールした。
設置場所は池田市観光

１３日（日）

協会、逸翁美術館など市
内の主な観光施設。問い

母子家庭のお母さん同士の「ほっと！ひといき ティータイム」／豊中市中桜塚２、桜塚

合わせは、いけだサン

ショッピングセンター２階、おかまちコミュニティカフェＫｉ
ｔ
ｔｏ
13 時～ 15 時。母子家庭のお母さんが対象。お茶とお菓子のティータイムがてらに、情報交換や先輩ママが体
験談を披露。牛乳パックの竹トンボづくり、魚釣りゲームなど子どもも楽しめる。無料。定員 30 人。参加票を
提出。豊中市地域就労支援センター 06-6334-5211。

みなさん、ぜひこのマップを持って、1 日池田をブラブラして
みてね！

シー０７２―７５１－
５５９１。 （礒野健一）

すてっぷ・シネマ無料上映会 ／豊中市・とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ
10 時からドイツ映画「バグダッド・カフェ」▽ 12 時 15 分から日本映画「わらびのこう」▽ 14 時 45 分からア
メリカ映画「ヤァヤァシスターズの聖なる秘密」
。いずれも女性の多様な生き方を考える作品。無料。定員各回
150 人。とよなか男女共同参画推進センターに申し込み 06-6844-9773。

第３４回池田市音楽連盟交歓演奏会 ／池田市民文化会館アゼリアホール
11 時～ 16 時。池田・カトレア会、池田混声合唱団、伏尾台小学校ＰＴＡコーラス同好会、あかしやコーラス、
女声合唱団コーロ・ヴェルデ、コーラス・プリュ、石橋小学校ＰＴＡコーラス、池田小学校ＰＴＡコーラス同
好会など３２グループが演奏。無料。池田市教育委員会生涯学習推進課 072-754-6295。

１６日（水）
公民館講座「はじめてのペン習字」
（２３日との２回シリーズ）／豊中市立庄内公民館

Culture

３月１２、
１３日 いしばし文化祭

地図、追加写真は
こちらから

keniso

石

橋商店街と大阪大学の学生がさ

１２、１３日に「いしばし文化祭」を

まざまなイベントを行う「石

開催する。商店街の店舗を会場に、
キャ

14 時～ 15 時半。講師は豊中市在住の日本書芸院二科審査員、
出谷久美子さん。
「住所と名前を美しく書きましょ
う」をテーマに、字体の美しさを習得する。豊中市在住在勤の 20 歳以上に人が対象。無料。定員 15 人。3 月 4
日から電話で受け付け。豊中市立庄内公民館 06-6334-1251。

橋キャンパスプロジェクト」が本格

ンドル作りのワークショップ、写真展、

１９日（土）

始動して１年になるのを記念し、３月

音楽ライブなどが予定されている。
実行委員長を務める文

豊中まつり２０１１ 千里プレイベント／豊中市・千里中央駅前北広場

学部４回生の奥村美咲さ

10 時～ 16 時。
「チャチャっと料理」の浅利敬一郎豊中市長と、
「ズボラ料理」の
梶川伸マチゴト編集長が、男の料理ガチンコ対談で火花を散らすほか、千里の街
を守るヒーロー・センリカイザーのショーや、豊中ゆかりのアーティストたちの
ライブなど、多彩なイベントが行われる。豊中まつり実行委員会運営事務局 066840-6888。

んは「石橋は『こんなこ
としてみたい』という熱
い気持ちに応えてくれる
街。地域の方には学生の
多彩な活動を楽しんでも

２０日（日）

らい、学生には日ごろ行

市民講座「車いすで世界を巡る旅ほろほろ放浪記」／豊中市立ルシオーレホール（蛍池駅

かない店に足を運んでも

横のルシオーレ北館４階）

らうことで、新たな出会

13 時半～ 15 時半。転落事故で脊髄を損傷し車いす生活になった廉田（かどた）俊二さんが体験した珍道中に
ついて講演。無料。豊中市障害者自立支援センター 06-6857-3601。
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。

いの芽が生まれ、育って
2010 年 7 月に行われたキャンドル作りのワークショップの様
子（石橋 × 阪大提供）

ほしい」と抱負を語って
いる。

（礒野健一）
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Bussiness

豊中・池田発ガンバルジャン⑧

地図、追加写真は
こちらから

keniso

Life

地図、追加写真は
こちらから

蛍池駅前でショップフェア
sakozo
急蛍池駅前のジョイズカフェで

手焼きバームクーヘンが評判の「欧

３月６日午前１１～１６時、豊

風洋菓子フレンド」▽感謝やお祝いの

を考えた再利用瓶を使ったウーロン茶

中市内の起業家らが集まり「ちっちゃ

気持ちを伝えるメッセージブック「Ｆ

に、約３００年の伝統を持つ能勢酒造

の販売に乗り出す。ペットボトル全盛

なショップフェア」を開く。

ｕｗａｒｉ」▽ハーブのある暮らしを

はある。１７１２（正徳２）年に始め

の中、コスト増となる取り組みだが、

能

勢酒造――

京都との府境にほど近い能勢町吉野

くことはほとんどなかった」
その時の経験から、能勢酒造は環境

阪

提案する「Ｍｒｓ．Ｌａ

た酒造業は１９７２年に終わったが、 環境保全に対する理解が浸透するにつ

ｖｅｎｄｅｒ」▽作家も

桜川のわき水を使ったミネラルウォー

の和食器を揃える「器の

れ、取り扱い量も増えている。

ターの販売に切り替え、後に手がける

能勢酒造が現在、一般消費者向けの

店・三島」▽犬のストラッ

炭酸水とともに、プロのバーテンダー

販売に注力しているのが桜川サイダー

プが人気の「Ｎａｙｕｔ

だ。ノーマルのサイダーのほか「柚子

ｔｙ」の５店が参加。

などから高評価を得て、順調に業績を

（ユズ）サイダー」も開発し、このほ

主催する「とよなかイ

しかし１９９７年１１月、町内のご

ど「有田みかんサイダー」の試験販売

ンキュベーションセン

み処理場の敷地や周辺土壌から高濃度

を開始した。果汁２０％のわりには色

ター」の奥田三枝子さん

のダイオキシンが検出され、社会問題

も香りも控えめだが、それは無着色無

は「体験コーナーや、普

となった。能勢酒造の敷地からは離れ

香料のため。香りを楽しむユズと違い、

段は販売しないお得な商

ており、製品はもちろん、桜川の水源

味を楽しむミカンを無香料で飲料にす

からも何も検出されなかったが、風評

るのは難しく、ワインを入れるなど

のため売り上げは激減した。

工夫したという。
「いわゆるオレンジ

伸ばしていった。

欧風洋菓子フレンドのバームクーヘン。11 時のオープン時に
ハンドベルの演奏も。問い合わせは 06 － 6840 － 1955 まで

品もあるので、ぜひ来て
ください」
。 （早川方子）

子安丈士社長（豊中商工会議所会員） ジュースとは違うミカンらしさと、後
は「そこで倒産してもおかしくなかっ

味の良さが特徴です」

た」と当時を振り返る。
「そうならな

有田みかんサイダーは３月１６日か

かったのは、長年の商売で培った信頼

ら高島屋大阪店（大阪市中央区）で開

関係があったから。一般消費者の売り

かれる「食の都大阪」展にて販売予定。

上げは落ち込んだが、卸業者が手を引

７面にプレゼント情報。 （礒野健一）

Children

椹さんが仕事と育児のセミナー

地図、追加写真は
こちらから

sakozo
紙で「夫婦で楽しむＷの子育

１０時から、とよなか男女共同参画推

て」を連載しているライター

進センター（エトレ豊中５階）で育児

の椹（さわらぎ）寛子さんと、育児紙

セミナー「仕事と育児、どうやって両

編集者の堀内友里さんが３月５日午前

立できるの？」を開く。保育園に子ど

本

もを預けて働くことへの
不安や迷いについて話し
合い、
「子どもが病気に
なった時は」
「夫を育児
に引き込むには」など、
具体的なアドバイスで働
く母親を応援する。椹さ
んは「不安を吐き出すだ
けでも解消への糸口にな
ります」と参加を呼び掛
けている。問い合わせは、
約 300 年使われている井戸と子安社長。
「この水を使った炭酸水で作るハイボールは『かどが取れ
ておいしくなる』と、一流バーテンダーからも定評がある」と語る

堀内さん（左）と椹さん。前売り 3000 円、当日 3500 円（マ
チゴトを見た人は当日でも 3000 円）。無料託児あり

yurihoriuchi@hotmail.
co.jp へ。
（早川方子）
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Gourmet

栄養士考案の健康食 ｎｅｎｅ

地図、追加写真は
こちらから

Culture

能勢街道⑪ 豊中～蛍池

地図、追加写真は
こちらから

shin7000

iku_mi_iku

中駅から歩いた。旧能勢街道は

は、全国から１０校が参加し、京都第

の工夫をする。２人で考えた料理は、

豊

駅の東側を行くが、今回は駅の

二中学が優勝した。翌年の第２回大会

るメニューが人気を集める菜園レスト

調理師であり店長の堂本和義さんから

西側で新能勢街道と言われている道を

は慶応義塾が優勝。第３回からは兵庫

ラン「ｎｅｎｅ（ネネ）
」がある。

アドバイスをもらい、完成させる。盛

北上した。まず、豊中グラウンド跡地

県西宮市の鳴尾球場に舞台を移し、さ

り付けにもこだわるのは「見た目も喜

の小さなメモリアルパークへ。

らに甲子園球場へと移る。

豊

中市の千里中央病院が入るビル

７００キロカロリー以下に抑えるため

の地下１階に、栄養士が考案す

病院や福祉施設向けの食事を手掛け
るホスピタルフードサプライサービ
ス（吹田市）が、毎日欠かせない野菜

んでもらえるように」と森さん。
人の役に立つ仕事がしたいと管理栄

豊中グラウンドは箕面有馬電気軌道
（現阪急電鉄）が建設し、１９１３年

道は久保公園の横を通る。池があり、
水遊びの水路のある公園で、寒い時期

を中心にした健康食を提案しようと、 養士なった森さんは「家庭でも作れそ

に完成した。この球場で１９１５年、 にもかかわらず、子どもの姿が見られ

２００８年１０月にオープンさせた。 うで、今まで食べたことがないという

第１回中等学校野球大会が開かれた。 た。千里川に突き当り、新能勢街道か

店名はＮａｔｕｒａｌ、Ｅａｔ、Ｎｅ

ようなメニューを提案したい。こんな

高校野球大会の発祥の地である。パー

らそれて堤防上を西に行くと、箕輪橋

ｅｄ、Ｅｖｅｒｙｄａｙの頭文字を

食べ方もあるんだと知ってもらえたら

クには、主催した大阪朝日新聞の社告

の付近が親水公園になっている。堤防

とった。

うれしい」と話す。
「お客様としゃべ

が金属板で展示してある。

上にはフジ棚があり、その下に椅子が

タラを使った糖尿病予防、豚の角煮
をメーンにした美肌対策、七草がゆや

ることも大好き」と、接客する顔は笑

「野球技の一度我国に来りてより未
だ幾何（いくばく）ならざるに 今日

顔いっぱいだった。

カレイを使った胃腸にやさしい料理な

栄養士おすすめバランスセットは

ど、月ごとのテーマに沿った献立を管

１２８０円。３月のテーマは花粉症予

の如き隆盛を観（み）るに至るは同技

置かれていた。そばに梅の木が植えら
れ、うち３本が花をつけていた。
蛍池駅に近づくと、阪急の線路沿い

の男性的にして而（しか）も其（そ） に小山が見えてくる。地図によれば御

理栄養士の森啓子さん（写真前列左） 防で、春らんまんちらし寿司か、ぶっ

の興味と其の技術とが著しく我国民性

神山古墳らしいが、古墳だと知ってい

と栄養士の上田雅美さんが考え、
「栄

かけ肉うどんに、春キャベツとオレン

と一致さるに依（よ）るものなるべし

る人には出会わなかった。蛍池駅の西

養士おすすめバランスセット」として

ジのレモンサラダ、トマトとアボカド

殊（こと）に中学程度の学生間に最

側に、麻田藩陣屋跡の石碑がある。麻

出している。

のグラタン、ウドと切り昆布の梅肉い

も普（あまね）く行はれつゝありて

田藩は青木氏が藩主の外様大名で、陣

……」

屋には御殿のほか、会議場、柔剣道

メニュー考案に多くの時間を費や

ためを組み合わせた。使った食材の働

す。２人で話し合いながら、旬の野菜

きや栄養成分、食事のアドバイスを書

その横には、当時の村山龍平・大阪

を選び、１品１品の調理方法を決めて

いた説明書きも作っていて、希望すれ

朝日新聞社長の始球式の写真のレリー

＝ウェブ（http://machigoto.jp）に

いく。油や塩を控え、栄養バランスと

ばコピーしてくれる。

フがはめ込まれている。第１回大会に

はほかの写真も掲載。

（進藤郁美）

【菜園レストラン nene】豊中市新千里東町 1 － 4 － 3 SHIP 千里ビル地下 1 階▽ランチは 11 時
～ 16 時、ディナーは水～土曜 17 時～ 21 時▽無休▽ 06 － 6155 － 1241

場も設けられていたという。
（梶川伸）

豊中グラウンドのメモリアルパーク。この場所は旧グラウンドの正門前にあたる
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Thank
You

空き缶集め２０年 園児が車椅子贈る
sakozo

豊

Thank
You

関関ＣＯＬＯＲＳカフェの常連です
shin7000

関

中あけぼの保育園の園児らがこの
ほど、市立豊中病院を訪れ、園

関ＣＯＬＯＲＳカフェ（２月１７日号で紹介）の常連客（？）の１人です。
池田市北部の山の中に住んでいますので「マチゴト 豊中・池田」に出会え

ません。活字大好きの私。残念！ 池田駅周辺のお店に配布は無理でしょうか？

児らが２０年もの期間をかけて集めた空
き缶やプルトップを売って購入した車椅

上方落語「池田の猪買い」にも登場する能勢街道。石橋商店街を通り抜け、水月

子３台を寄贈した。３台の代金はおよそ

公園で梅見して、福助堂で一服。落語みゅーじあむは帰りに寄るとして。猪がぎょ

６万８０００円。島野高志院長は「病院

～さん住んでいる細河地域の東山へ。バス停前の「細河植木の郷」のベンチでお弁

を訪れる高齢者や足の不自由な人などに

当をひろげ、腹ごなしに一、二の散歩、なんぞオススメ。
（池田市、Ｍ・Ｋさん）

貸し出し、役立てます」と、感謝状を渡
した。＝情報提供・豊中市（早川方子）

「みんなで一生懸命集めました」

Thank
You

お兄さん、お姉さん、ありがとう
sakozo

池

※記事を読んでいただき、ありがとうございます。池田駅周辺では、毎日新聞池田
南販売所（池田市神田４－１－６）にマチゴトを置いています。

Thank
You

思いやり
shin7000

そ

田市室町７、室町幼稚園でこのほ
ど体験入園があり、今春に入園予

れは、ある日、一人で電車に乗ったときのこと。いつからだろう、僕の座っ
ているすぐそばに、おじいさんが一人、家族に支えられて、立っていた。そ

定の児童らが集まった。新年長となる「ゆ

の家族はときおり、
「席が空いたら座れるから」とおじいさんに声をかけていた。き

り組」から手作りのメダルを１人ずつプ

こえてはいたけど、きこえないふりをして、ぼくはじっと本を読んでいた。そして、

レゼントされると、入園予定の子どもた

２つとなりにいた人が、電車を降りたとき、おじいさんはその席に座った。これで

ちから歓声があがった。ピンクのメダル

席を替わらずにすんだ、とも言えるかもしれない。でも、そう思えなかった。あの

をもらったけんた君は「おうちに飾る」

とき、もし自分が席を替わっていたら、おじいさんはもう少し楽だったのだろうか。

とニッコリ。入園式は４月１１日に行わ
れる。

（早川方子）

入園予定生はお兄さんやお姉さんの歌やプ
レゼントに大喜び

Present

僕に思いやりの心があれば。電車を降りてからも、しばらくそのことを考えていた。
＝石橋中学校、
森本達朗さん（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

桜川サイダー プレゼント
m_toyonakaikeda

能

勢町の桜川の名水を使った「桜川サイダー」
（能勢酒造製造、詳しくは５面参
照）を、
「柚子（ユズ）サイダー」
、新商品の「有田みかんサイダー」とのセッ

ト（各４本、計１２本入り）にして、５人にプレゼントします。
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（３／３日号）
までお送り下さい。３月１６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。

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）
。

