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（広告掲載についても上記にお問い合わせください）
Printed in Japan

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。

込めた」と話した。井上大輔君は「木

の根っこの部分が特に気に入ってい

る」と満足そうな笑顔を見せた。

　中豊島小では日ごろから平和に関

する授業が積極的に行われており、

ゲルニカ制作はいわば平和教育の集

大成。作品は国際子ども平和壁画プ

ロジェクト「キッズ・ゲルニカ」に

も出品され、３月１８日の卒業式で

保護者らに披露される。（早川方子）

豊
中市立中豊島小学校の６年生

１０７人が、パブロ・ピカソ

の大作「ゲルニカ」と同じ大きさ（縦

３．５メートル、横７．８メートル）

の絵を完成させた。６年生全員で取

り組んだ卒業制作で、世界平和と環

年生全員が今年１月から図工の時間

や休み時間を利用して完成させた。

　実行委員の菅沼七海さんと原麻穂

子さんは「みんなの意見をまとめる

のが大変だった」と振り返った。図

工科の山口三佐子教諭によると、１

番時間がかかったのがデザイン画の

決定だという。高塚基和君は「動物

が絶滅しないよう、いろんな人種が

一緒に地球を支えようという思いを

境保護への願いが込められている。

　指ごとに違う肌の色を持つ手が、

暗闇から虹の中へと地球を押し上げ

る。地球に生えた大木からは世界中

の国旗が実り、白ハトが舞う――。

中豊島小が毎年参加している「国際

平和ポスターコンテスト」への応募

作品から人気のあった数点を基に、

各クラスから選ばれた実行委員６人

が中心となってデザインを決め、６

各クラスから2人ず
つ選ばれた実行委員
6人。キッズ・ゲル
ニカは4月の入学式
まで体育館の壇上に
掲げられる

sakozo

School

中豊島小６年がゲルニカ作成
平和と環境保護への願い込め
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お問い合わせ・資料請求・見学希望はこちらまで

担当：本田、村野　受付時間：９：００～１８：００

豊泉家介護サービスセンター 0120-294-998フリーダイヤル

豊泉家インターネットから

デイサービスセンター豊泉家桃山台 デイサービスセンター豊泉家北緑丘

ホームヘルプセンター豊泉家豊中

●年間３６５日営業で日曜・祝日の利用は
　もちろん、年末年始も利用可能

●夕食をお持ち帰りできるテイクアウトサービスを開始
●プロの講師によるクラブ活動が充実（１０種類以上）
●いつでも使える本格カラオケルームが使い放題

●ご自宅にお伺いして家事援助（調理・洗濯・掃除）から
　身体介護（トイレ介助・入浴介助）までサポート致します。

●全１９台のマシーンと機能訓練指導員の
　配置により充実のリハビリテーション

４月１日リニューアルオープン

台 デイサービスセ

●夕食をお持ち帰りで
●プロの講師によるクラ
●いつでも使える本格

４月１日特　徴

3大プログラム

エイジレストレーニング

豊泉家ランチ豊泉家ファーム（農園）　

各種マシーンと専属の機能訓練
指導員を配置。
メニューの組み立てからリハビリ
テーションの実践まであなたのリハ
ビリをサポートします。
また、レクリエーションやクラブ活動
を通じて楽しみながら心身の健康
づくりを行います。

大阪、神戸が一望できる展望
ラウンジでランチ。
常時１０種類のメニューから
お好きな物を全て５００円で
お選びいただけます。

デイサービスセン
ターから専用エレ
ベーターにて、
農園で野菜作りや
果物作り。
自らが育て　
収穫し
美味しく食す
地産地消、無農薬
で健康増進。
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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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何
かと忙しく、体調管理がしづら

い年度末、我が家では隠し味に

ハーブやスパイスをプラスします。

　体を温めるもの、ビタミンの多いも

の、また風邪予防になるものを選んで、

１人分に１～２つまみくらい。ほんの

り香る程度の量です。お試しにポトフ

に身近なハーブやスパイスを入れてみ

てください。ローズヒッ

プ、ローズマリー、ジン

ジャー、パセリ、タイム

などがオススメ。塩の量

も減り、マンネリ化した

味に変化をもたらしてく

れますよ。

【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。電話

090-1953-6875

Family

ハーブで暮らしを楽しむ②

ポトフにローズヒップを加えて煮込んだもの。ちょっとした工
夫で家族の笑顔を守りたいですね

mrs_lavender

地図、追加写真は
こちらから

豊
中まつり千里プレイベントが３

月１９日、千里中央駅前北広場

を中心に行われる。豊中にゆかりのあ

るアーティストのライブや、千里を守

るヒーロー・センリカイザーのショー

＆握手会など、盛りだくさんの内容だ。

　本紙も参加し、料理歴５０年の浅

利敬一郎・豊中市長と、「ズボラ料理」

を連載する本紙編集長・

梶川伸による「男の料理

ガチンコ対談！」を開催。

ＪＡ桜井谷の朝市から提

供される野菜などをテー

マに、互いのこだわりを

語り合う。対談後は野菜

のプレゼントもある。ま

た、千里文化センター（コ

ラボ）内にブースを出し、

ウェブ掲載用に製作する

「こども時計」の撮影会

も行う。　　（礒野健一）

Life

浅利・豊中市長と料理対談

対談は午前 11時（雨天時はコラボ内で正午）から。プレイベ
ントの詳細は豊中自動車教習所・山本さん（06-6853-0512）

keniso

地図、追加写真は
こちらから

小
林商店――

　皇太子さま、秋篠宮さまがご成婚の

際に贈った結納品、俳優のジョニー・

デップへの贈り物などを入れた桐箱を

作った会社が、池田市荘園にある小林

商店だ。もともと大阪市港区で金庫の

中箱を作っていたが、戦争で工場が焼

け、池田市に疎開した後に桐箱を作る

ようになった。現在は３代目の小林総

一郎さん（６２）と、２００８年に「な

にわの名工」に選ばれた斉藤勝美さん

（７２）の２人の職人が、熟達した技

術で桐箱を作っている。

　桐には虫を寄せ付けない成分が含ま

れ、さらに軽量で湿度にも強く、発火

点が高いため燃えにくいという特性が

ある。そのため昔から大事な物をしま

うのには桐箱が使われてきた。「桐箱

は単なる入れ物ではない。匠の技が込

められた、１つの美術品」と、小林さ

んは力を込める。桐の元々の美しさを

大切にするために白木で細工し、ふた

を閉じると、どこから開けるのかわか

らないほどに継ぎ目が目立たない。そ

の精緻な美しさは海外でも評価が高

く、メールを通じて注文が来ている。

　工程でもっとも気を使うのは桐の乾

燥だ。十分に乾いていないと、後で桐

が縮まり割れてしまう。「冬場はいい

けど、梅雨時は本当に大変だよ」

　小林商店の桐箱は、すべてオーダー

メイド。何を入れるのかを客から聞

き、要望に添って作っていく。ひな人

形、卒業証書、へその緒、遺跡の発掘

品……。注文主にとって大切なものが、

桐箱にしまわれる。客からの礼状に「こ

の先１００年、２００年と伝えていく

ことができる」という言葉もあった。

世代を超え、未来へと受け継がれるも

のを桐箱が守っていく。

　斉藤さんは「全部を手作りする職人

は、私が一番若いくらい。常に『もう

少しああすれば良かった。今度こそは』

という積み重ね。極めることは永久に

できない」と笑う。そんな求道者的な

職人の魂が、この桐箱には込められて

いる。　　　　　　　　　（礒野健一）

製材した桐を組みあげるガワ付けをする小林さん。熟練の職人であると同時に、モトクロスのイン
ストラクターや、空手の円心会館練習生という意外な一面もある

keniso

Bussiness

池田・豊中発ガンバルジャン⑨
地図、追加写真は
こちらから
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ル
ールを決めるなら、ふたりで！

――

　パパたちに話を聞いて、よく出てく

るのが「嫁の苦手な家事を、いつの間

にか押し付けられていた」という不満。

家事・育児に忙しいママは、「私はこ

んなにやっているんだから、○○ぐら

いやってよ！」と思いがちだけど、そ

の○○、実は自分がやりたくないこと

だったりしませんか？

　苦手なことをやれと言われても、な

かなか動けないのは、男性も女性も同

じ。ならば、夫には、まずは得意なこ

とからやってもらいましょう。機械い

じりが好きなら、「掃除機の調子がお

かしいの」と言って掃除に巻き込む。

几帳面なら、「朝起きた時キッチンが

きれいだと気持ちがいいよね」と言っ

て後片付けをお願いする。

　家事の分担や育児の方針は、つい

女性主導で進めて、「わが家のルール」

にしてしまいがちですが、はじめに夫

も巻き込んで一緒に考えるようにすれ

ば、お互い気持ちよくできるはず。

　めんどうくさがらずに、まずは夫婦

で話し合ってみてはいかがでしょう

か。もちろん話しかけるのは、夫が機

嫌のいい時を選んでにこやかに、です

ね。

【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⑥
地図、追加写真は
こちらから

ぴ
よぴよクラブは第１木曜日と第

４火曜日に、池田市のＵＲ緑ヶ

丘の集会所に集まる。会場は日当たり

がよく、部屋全体がテラスのように明

るい。自治会の協力もあって会費は無

料。近所に住む子育てが一段落した主

婦や、緑ヶ丘保育所の保育士がボラン

ティアで参加している。

　３月８日には幼稚園へ

進む子どもたちのために

お別れ会が開かれ、親子

ら約２０組が白玉団子を

手作りした。今春から幼

稚園に通う小林詩（うた）

ちゃんは「楽しかった」

とニッコリ。２回目の参

加となる百井（ももい）

めぐみさんは「スタッフ

の方々が親切なので親も

楽しみにしています」と

話していた。（早川方子）

Children

子育てサークル④　ぴよぴよＣ

10 時半～ 13 時▽第 1木曜と第 4火曜▽UR緑ヶ丘集会所▽
ウェブ（http://machigoto.jp）に子育てサークル一覧表

sakozo

地図、追加写真は
こちらから

池
田市五月丘５の都市緑化植物

園緑のセンターが「親子で楽

しむ栽培体験教室」の参加者を募集

している。親子で土に触れる楽しさ

を知ってもらおうと毎年開催。トマ

ト、キュウリ、ルッコラ、スイート

バジルなど季節の野菜やハーブを植

え付け、収穫するまでを体験する。

スイカやブドウの試食会、料理教室、

もちつき大会など、収穫した野菜を

味わうイベントも予定している。

　教室は４月１６日～２０１２年

３月３日の土曜１０時～正午。全

２５回。申し込みが必要。費用は親

子１組８０００円（３人目からは

１人５００円追加）。緑のセンター

０７２－７５２－７０８２。

iku_mi_iku

Family

ハーブや野菜作
り 親子体験教室

あ
やと君が書いた絵本「あめの

おはなし」からの１場面です。

　勢いよく飛び出した水がよく書か

れていますね。水音が聞こえてきそ

う！　赤い服を着ている男の子はあ

やと君かな？

Children

　　　　　なかにし　あやと君　
　　　（豊中市・さくらづか保育園）

sakozo

ぼくの絵本②

夕
方お迎えに来た時「早く帰る

よ」と、先を歩く父に、

　さやか「パパ　だっこ」

　父「早くして」

　さやか「だっこして」

　父「早く帰るよ」

　さやか「パパ　おこってない？」

　父「怒ってないよ」

　と、やさしく抱っこして、さやか

ちゃんのほほにチュウをしました。

（豊中市・子どものつぶやき展より）

sakozo

Children

だっこして 
さやか（２歳）

カ
メラを向けるとはにかみなが

らも首を少し傾けてポーズを

とってくれました。小さくても女の

子なんですね。

Children

わが家の宝もの

　　　　　結菜ちゃん（池田市）

sakozo
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Calendar

３月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

２１日（月・祝）

サクソフォン・スプリング・コンサート／豊中市桜の町６－１０－３、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。２０１０年に大阪音楽大学を卒業した女性４人のレジュ

イール・サクソフォン・カルテット（マチゴト　豊中・池田７号で紹介）の演奏

で、ベルガマスク組曲、「惑星」より彗星（すいせい）、情熱大陸など。食事つき

３０００円（演奏の前後が選べる）。ほわっと 06-6855-8303。

２４日（木）

講演会「桑原征平氏の体当たり人生から学ぶ！！」／池田市・池田商工会議所１階大会議室
19 時～ 21時。フリーアナウンサーで、大阪芸術大学教授の桑原征平さんが「人生楽しまなくちゃ意味がない」

をテーマに爆笑講演。120人。入場料 1000 円。申し込み必要。池田商工会議所青年部 072-751-3344。

２５日（金）

千里青雲高校吹奏楽部第２回定期演奏会／豊中市立ローズ文化ホール（庄内駅の北徒歩８
分）
18 時～ 20時。吹奏学部の３５人前後の演奏で、ディズニー・メロディーなど。無料。千里青雲高校 06-6831-

3045。

２６日（土）

ＨＯＴＡＲＵのたいこ２０１１／豊中市蛍池中町４－７、豊中市立第十八中学校体育館
10 時半～ 11時半の第１部は、豊中市内や周辺の小、中学生の和太鼓体験教室の発表。14時～ 16時の第２部は

高校生以上の太鼓のグループの発表。無料。豊中市立蛍池人権まちづくりセンター 06-6841-5326。

能勢浄瑠璃公演／豊中市・日本民家集落博物館（服部緑地内）
14時～15時半。重要文化財「摂津能勢の民家」の修理が終わったことを記念した公演。能勢町の人形浄瑠璃（じょ

うるり）「鹿角座（ろっかくざ）」が「能勢三番叟（さんばそう）」「傾城阿波鳴門（けいせいあわのなると）」を

演じる。公演は無料だが、入館料は大人 500円など。日本民家集落博物館 06-6862-3137。

関関COLORS「はじめてのおつかい」／池田市・栄町商店街の関関COLORS
第１部は 13時～ 14時半、第２部は 14時半～ 16時。小学新１年～３年生が商店街で買い物にチャレンジ！関

関 COLORS072-753-6839。

マルシェ太神楽（２７日まで）／阪急池田駅ブランマルシェ
11 時から随時、豊来家玉之助による太神楽・大黒舞が披露される。いけだサンシー 072-751-5591

２７日（日）

ハーブ＆スパイスを楽しみましょう「ｍｙカレー粉づくり」／豊中市・服部緑地都市緑化植
物園
13 時半～ 15時半。身近なハーブとスパイスについて学び、オリジナルブレンドのカレー粉を作る。講師は

ハーブ研究家の山口公子さん。500円。定員 30人、先着順。服部緑地都市緑化植物園花と緑の相談所 06-6866-

3622。

服部緑地リサイクルフェア／豊中市・服部緑地公園内、日本民家集落博物館の南側に隣接する
広場
10 時～ 16時。約 200ブースが出店予定。入場無料。日本ガレージセール協会 06-6362-6322。

３１日（木）

渋谷高校吹奏楽部第２回定期演奏会／池田市民文化会館アゼリアホール
14 時半～ 16時半。約 20人のメンバーが、メリーウィドウ、メインストリート・セレブレーションなどを演奏。

無料。渋谷高校 072-751-2895。

豊
中、池田市内の公立中学校で３

月１４日、卒業式が行われた。

　豊中市立第十七中では、体育館上段

の窓に、２年生がカラーセロハンと黒

画用紙で作ったステンドグラスを飾

り、「輝く未来や自分の信じる道はす

ぐそこ」「一日一日を大切に」などの

メッセージを添えた。

　また、１年生は「前に

向かって進んで行ってほ

しい」との願いを込めて、

大海原に泳ぎだす２頭の

クジラを描いたタペスト

リーを作り、先輩を送り

出した。

　豊中市では、第四中や

第七中、第八中でも在校

生らがステンドグラスや

タペストリーを手作りし

て先輩の卒業を祝った。

（早川方子）

School

豊中・中学卒業生に手作り感謝

2 年生が作ったステンドグラス。第十七中学体育館での予行演
習で撮影

sakozo

地図、追加写真は
こちらから

池
田市立渋谷中学校の卒業生によ

る卒業制作が、１４日の卒業式

に合わせて公開された。タイルに魚や

植物の絵を描き、全てをつなげると「心

友」という文字が浮かび上がる。３年

生を担任した笹山万里教諭は「みんな

で１つのものを作る楽しさと、達成感

がある」と話した。

　池田市立細河中学校で

は、１４日の卒業式で卒

業生が作詞・作曲した歌

を披露した。２０年ほど

前から毎年作っており、

今年は「あの日の場所」

というタイトルで、教室

や校庭などの思い出を

綴った。山際博教頭は「日

常の場所に焦点を当てた

歌詞は感慨深い」と話し、

卒業生５７人の歌声に聴

き入った。 （礒野健一）

School

渋谷中卒業生がタイル絵

池田市立渋谷中学校の卒業生 227人が作ったタイル絵画

keniso

地図、追加写真は
こちらから
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焼
きアボカドのみそマヨネーズ―

―

　友人の家に仲間が集まって、新年会

を開いた。友人は主婦なので、手作り

の料理を出すという。その言葉を聞い

ただけで、料理がわかった。「これっ

きりサラダ」である。

　いろいろな野菜を適当に切って、大

きな器に盛る。薄切りの牛肉を油で素

揚げし、野菜の上にドサッと置く。後

はドレッシングをかけるだけ。「これ

だけあれば、ほかの料理はなくても良

い」というので、「これっきりサラダ」

と言うらしい。

　最初に「これっきり」を食べたのは、

２０年も前になる。２回目に彼女の手

作り料理を食べた時も「これっきり」。

３回目が今年の新年会だった。きっと、

「これっきり」しか知らないのだろう。

僕は彼女の料理の腕を全く信用してい

ない。案の定、今回も「ドレッシング

の配合を忘れた」とわめいていた。

　その彼女が教えてくれたのが、焼

きアボカドのみそマヨネーズだった。

「しゃれたものを」と言うと、「ホテル

で食べた」と言う。ただし、自分で作っ

たことはないと白状した。やっぱり。

　僕が作ってみた。完熟までいってい

ないアボカドを縦半分に切り、種を取

り除く。種をきれいに外すのは案外難

しい。そんなことを別の友人に話した。

こちらは信用が置ける。包丁の柄に近

い方の刃の角を種に突き刺し、包丁を

ひねる。この方法なら２回に１回はう

まく外れ、半球状のくぼみができる。

　オーブントースターにアボカドの

切った面を上にして入れ、５分ほど焼

く。みそ少なめ、マヨネーズ多めで混

ぜたものを、半球状のくぼみに入れる。

スプーンで食べる。アボカドにみそマ

ヨネーズをつけながら食べても良い

し、全部を混ぜてから食べても良い。

　自分で食べるのは怖いので、まず娘

に試食させた。すると、みそマヨネー

ズの代わりに「大根おろしとしょうゆ

でもいいよ」と偉そうに言う。仕方が

ないので、それも作った。つまり、応

用がきくということだろう。（梶川伸）

右がみそマヨネーズ、左が大根おろしとしょうゆ

shin7000

Gourmet

ズボラ料理⑨　アボカド
地図、追加写真は
こちらから

豊
中市永楽荘にある「じゅらく」

は、三保友香さんが２００９

年７月にオープンさせた食パン専門店

だ。自分が食べたかった食パンを試行

錯誤の末に生み出し、「リッチじゅら

く」として販売している。

　三保さんは自分好みの食パンを探し

たものの、満足のいくパンに出会えな

かった。「それならば自分で作ってし

まおう」。そう思ったのが、パソコン

インストラクターから一転、アナログ

な世界に飛び込むきっかけだった。

　阪神間にある食パンやパイにこだ

わった店、あんパンが評判の店など４

軒の店で修業した。「当時はツテもな

く、『無給で置いてください』と、当たっ

て砕けろ精神で店に掛け合った。見ず

知らずの私をよく働かせてくれたと思

います」

　三保さんは手間ひまをかけることを

大事にする。リッチじゅらくは、スー

パーカメリヤという強力粉や沖縄県・

宮古島の雪塩など厳選した材料で作

り、「さっくり、しっとり」が特徴。

毎日の気温や湿度には敏感になる。手

の感触で水分量を変え、味や食感が変

わらないよう微妙に調整している。

　一口ほお張ると、ほんのり甘い小麦

の味がする。さっくりとした口当たり

に、しっとりとした柔らかな食感が口

の中に広がる。「食べる直前に厚めに

スライスして、軽くトーストして食べ

てみてください」と三保さん。

　取材中、地方へ配送する人が多いこ

とに驚いた。遠くにいる大切な人に食

べさせてあげたいのだそうだ。三保さ

んにとって食パンとは？と尋ねてみる

と、「一日の幸せの始まり」と話した。

　リッチじゅらくは１斤６００円。

乳製品を使わない全粒粉パン（１斤

４００円）、こだわり抜いた材料で作

る長時間熟成の「しろ」（１斤６５０円、

週末のみ販売）、食パンの食べ方や組

み合わせを提案する季節のフレーバー

（０．５斤５００円）もある。３月はク

リームチーズにバニラビーンズと白み

そを加え、桜の塩漬けをのせた「さく

ら」が並んでいる。　　　（進藤郁美）

【食パン専門店じゅらく】豊中市永楽荘 4－ 1－ 35▽ 12時 30分～ 20時（売り切れ次第終了）
▽月曜定休▽ 06－ 6845－ 3332▽ http://www.juraku-jp.com/

iku_mi_iku

Gourmet

幸せは食パンから　じゅらく
地図、追加写真は
こちらから



Thank
You
ありがとう

わたしは、1194ｇのみじゅくじで生まれてきました。生まれてすぐほいくき
に入れられ、チューブではなからミルクをのんでいました。９月に生まれた

けど、11月までびょういんに入いんしていました。わたしのいきがとまらないよう
に、夜もずっとかんごふさんが見ててくれました。お母さんは、毎日おっぱいをしぼっ
てもってきてくれました。みんなしんぱいしたけど、みんなに見守られ、わたしはびょ
ういんでスクスクと大きくなりました。この話を小さい時からお母さんに聞いてわ
たしは大きくなりました。小さくうまれたけどこんなに大きくなりました。おとう
さんおかあさん、そしてかんごふさん見守ってくれたみんなにありがとう。このい
のちにありがとう。このいのちをたいせつに生きていきたいです。（石橋小、三谷菜摘）

shin7000

Thank
You
あめちゃんをいただき、ありがとう

先日、ハローワーク池田へ行った後に近くのご飯や「にんじん」でランチをし
ました。

　ご飯もおかずも大盛で、学生食堂のオバチャンにも負けないサービスにお腹も心
もいっぱい！　とても話し易い店主で、私の失業中を知って娘の様に心配してくれ
たうえに、帰り際あめちゃんをいっぱいくれました（笑）
　私も人を幸せにする仕事につきたいいなぁ～、と思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（池田市、ＳＥＶＥＮさん）

shin7000

Thank
You
震災救援金を受け付けています

東日本大震災の救援募金が各地で行われ、３月１２、１３日に池田市であった「い
しばし文化祭」でも義援金を募り、２１万７６２１円が集まりました。

　毎日新聞社と毎日新聞大阪社会事業団も救援金を受け付けています。担当者によ
ると、今回は義援金を持参する人が目立つそうです。
　救援金は「東日本大震災救援金」と明記し、下記へ郵便振替か現金書留でお願い
します。送料はご負担願います。物資はお受けできません。匿名を希望する方は「匿
名希望」と明記してください。
　〒５３０－８２５１　大阪市北区梅田３－４－５、毎日新聞大阪社会事業団「東
日本大震災救援金」係（郵便振替００９７０・９・１２８９１）。（編集長・梶川伸）

shin7000

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
配達、デザインのスタッフ募集

マチゴト豊中・池田は、新聞の配布スタッフと紙面デザインのスタッフを募集
しています。

　配布スタッフは、発行日に、指定したエリアの住宅ポストに配達する簡単な仕事
です。現在、池田市（室町、神田周辺）と豊中市（岡町、桜塚周辺）で募集してい
ます。暖かい季節になってきたので散歩がてら運動不足解消にいかがですか？
　紙面のデザインスタッフについては、イラストレーターを使ってデザインができ
る方であれば在宅でもＯＫです。諸条件などはお気軽にお問い合わせください。ど
ちらもマチゴト編集部（担当：緑川）０６－６３４６－８２５５まで。メールでの
お問い合わせはrecruit@machigoto.jpまで。

m_toyonakaikeda

Present

ピース型マグネットをプレゼント

ワークセンターとよなか（４面参照）のマグネッ
トを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、本紙の感想を記入
の上、〒５３１－８２５１　大阪市北区梅田３－４－
５　毎日新聞ローカル（３／１７号）までお送りくだ
さい。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３月３１日。

m_toyonakaikeda

パズルのピース型をしたマ
グネット。1個 300円
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