読者とつくる地域密着新聞
〒530-8251大阪市北区梅田3-4-5
㈱毎日新聞ローカル
TEL:06-6346-8255
FAX:06-6346-8256
Mail:info-toyonakaikeda@machigoto.jp
（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

● http://machigoto.jp
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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

Children

地域と協力 五月おやじの会
運動会の力仕事や校庭清掃
iku_mi_iku

池

田市立五月丘小学校の児童や
卒 業 生 の 保 護 者、 教 職 員 ら

１３人が３月２６日朝、学校に集
まった。五月おやじの会（市原敏郎
会長）のメンバーで、１年間の活動
報告や新年度の行事を確認した。

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

総会に集まった親父
たち。活動はホー
ムページ（http://
www.school.
ikeda.osaka.jp/
satukigaoka-es/
oyaji/）でも発信

五月おやじの会は２００７年、五

山田さんは「この地域は新しい住民

月丘小ＰＴＡ会長だった山田敏人さ

も多い。父親同士や子どもとの交流

親父たちは「子どもの笑顔を見な

んが中心になり、
「わが子が学ぶ学

を深めるきっかけが必要」と話す。

がら、実は楽しんでいる」「呼ばれ

校のことを知って、積極的に子育て

ドッジボール大会を試みる。

親父たちは「子どもたちのために」 方のないおじさんから、『おやじの

にかかわり、地域のつながりを作ろ

を合言葉に、校庭の池の清掃や運動

会の人』に変わった」
「会社とは違っ

う」と結成した。現在、会員は１８

会の力仕事を買って出る。学校に宿

た飲み仲間が増えた」と話している。

人で、ほとんどが３０～４０代の会

泊する五月サマーフェスティバルで

中田和彦校長は「この地区は祭が

社員。職場以外に居場所を確保しな

は子どもと汗だくになって遊び、料

少なく、親父たちの企画がうれしい。

がら、子どもの笑顔を作りたいと考

理も作る。さらに夏まつりやバザー

お父さんの意見が聞けるのもありが

えて、地域デビューした親父たちだ。 に模擬店を出す。６月には他校と

たい」と感謝している。
（進藤郁美）

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
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Sports

活動活発 豊中ママさんバレー

地図、追加写真は
こちらから

shin7000

豊

人制一般男子▽６人制一般女子▽９人

履正社 センバツ初戦完封勝ち

地図、追加写真は
こちらから

keniso
８３回センバツ高校野球に出場

４－０で完封勝ちした。

習が普通だが、中には週３回をこなす

第

した履正社高校（豊中市）は３

履正社は１回裏、２死１、２塁のチャ

チームもある。

月２６日、春夏合わせて初出場の総合

ンスで桝井翔太選手の打球が失策を誘

中市はバレーボールが活発だ。 い。小、中学校の体育館で週１回の練
豊中市バレーボール連盟は▽６

Sports

制一般男子▽９人制一般女子一部▽９

森田さんは大学時代、６人制で活躍

技術高校（広島）と１回戦で対戦し、 い２点を先制。８回裏には海部大斗選

人制一般女子二部に分かれている。一

した。結婚でバレーから離れたが、Ｐ

手と石井元選手の適時打

般女子二部は「ママさんバレー」とも

ＴＡの仲間に誘われ、９人制を始めた。

で２点を追加。先発した

呼ばれるグループで、５３のチームが 「コートに選手が多く、思い切り打っ

渡邊真也投手は総合技術

所属する大所帯。選手たちは楽しみな

ても簡単に返されることもある。選手

打線を２安打に抑えた。

がら、競技会で汗を流している。

それぞれに役割があり、みんなの力で

１塁側アルプススタン

二部のネットの高さは２メートル５

ドには、履正社の生徒や

勝負するので奥が深い」と語る。
てしまＡのメンバーは１２人。杉浦

保護者、ＯＢらが応援に

連盟副会長で二部所属「てしまＡ」の

加代子さんは２８歳からバレーを始

駆け付けた。保護者会会

監督、森田美千代さんは「二部は一部

めた。
「初心者でもできる。下手は下

長の杉本秀司さんは「履

センチで、一部よりも５センチ低い。

に比べ、技術レベルの要求度は緩く、 手なりにできる。サーブなど得意な

正社らしいミスのない、

年齢もどちらかというと高い」と話す。 ものがあればレギュラーにもなれる」

守りの堅い野球が出来れ

チームは６つのランクで競い合う。 と、面白さを表現する。小学校からバ
春季大会と秋季大会を開き、各チーム

レーボールをしていた娘の潔美さんを

一塁側アルプススタンドで声援を送る履正社高校の生徒たち

ば必ず勝てる」と声援を
送った。

（礒野健一）

２試合ずつ戦い、勝敗、得セット数、 「チームを強くするため」に引き込み、
得点で順位を決める。成績によって、 親子で楽しんでいる。
ランクの入れ替えもある。そのほかに

今年からキャプテンを務める長内利

夏季大会、市民大会、北摂サントリー・

江さんは「個人個人の性格をわきまえ

レディーズカップバレーボールなど、 たうえで、レベルが違うのを認め合っ
競技会は盛りだくさん。
選手は１９歳から７６歳までと幅広

ていくと強くなる」と、
ママさんバレー
の真髄に触れる。

（梶川伸）

Life

豊中まつりプレ 募金２２万円

地図、追加写真は
こちらから

keniso
中市の千里中央駅北広場で３月

幸司・豊中まつり実行委員長が「開催

１９日、豊中まつり千里プレイ

は議論もあったが、阪神大震災を経験

ベントが行われた。東日本大震災で亡

した豊中市民の思いを集め、
『発信す

くなった人へ黙とうを捧げた後、芳村

るスタートの場』として開催を決めま

豊

した」とあいさつした。
本紙が行った浅利敬一
郎・豊中市長と梶川伸・
編集長による料理対談で
も、市長が救援活動に向
かった豊中市消防隊の話
を報告。その後、食の大
切さなどを語り合った。
会場で集められた義援
金は２２万５８１０円に
のぼり、豊中市を通じ日
熱戦を繰り広げる「てしま A」の選手（手前）

JA 桜井谷の朝市（毎月第 1、3 土曜開催）提供の野菜を前に料
理対談をする浅利豊中市長（右）と本紙梶川編集長

本赤十字社に送られる。
（礒野健一）

3

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

子

Children

わが家の宝もの

だいじょうぶ
むさし
（２歳）

sakozo

どもの口応えや言い訳にイライ

もは日ごとに成長し、変化する。親の

ラする――

対処もまた子どもの成長に合わせて変

は

えていかなくてはいけません」

だちとひとしきり遊んだ後に再度カ

言葉を覚えるにしたがって、子ども
は言い訳や口答えをするようになる。

具体的には一時的に干渉せずにいる

それも成長のあかしだと理解はしてい

こと。どんなに時間がかかってもひと

ても、聞くたびにストレスがたまって

りで着替えをさせる▽自分で片付ける

仕方ない。口だけ達者になっているの
はウチの子だけなのだろうか？
池田市で地域ボランティアとして活

「子は親の鏡。子どもの何かが気に

みてほしい」と話す。子どもに対して

当てはまることが多いのです」

れない。

を飲んでいた時、なおきちゃ

んがむせて咳（せき）をしました。

メラを向けたらこの笑顔。
むさし「だいじょうぶ？」
と、背中をさすりました。もう一
度顔を見て
むさし「だいじょうぶ？」
（豊中市・子どものつぶやき展より）

自分を振り返ってみよう。
（早川方子）
サークル「ロケットキッズ」でボラン
ティアのベテラン保育士として活動。

Children

Family

ぼくの絵本③
ほしのはなし

フリーペーパー
ＳＭＩＬＥ創刊

かこまれたはなし」からの１

方、うさぎぐみの部屋でお茶

【木田弘子さん】池田市在住。子育て

「親が全部やってあげなければいけ

ん太君が書いた絵本「ほしに

夕

イライラしたらまず深呼吸。そして

ない時期は確かにあります。でも子ど

sakozo

sakozo

えさせる、など。
入らない時、それはお母さん自身にも

が自ら考える機会を奪っているかもし

かしがっていたのですが、友

まで何も言わない、しない▽叱る時は

身が理屈っぽくなっていないか考えて
一から十まで説明してしまい、子ども

じめはカメラを向けても恥ず

「何が悪かったと思う？」と自分で考

動する木田弘子さんは、
「お母さん自

か

Children

sakozo

子

育て中の母親たちが、豊中市
民公益活動推進助成金の交付

かりんちゃん（池田市）

Children

地図、追加写真は
こちらから

子育てサークル⑤ コアラ
sakozo

子

育てサークル「コアラ」のメン

座り、遊戯や歌、手遊びなどをする。

バーは豊中市長興寺南３、長興

参加しているお母さんは明るく穏やか

を受け、フリーペーパー「とよなか

寺会館に第２、第４金曜日に集まる。 な人が多く、子どもたちも人見知りせ

星空をただ見上げるだけじゃな

子育て応援マガジンＳＭＩＬＥ」を

床に敷物を敷き、みんなで輪になって

く、体全体が星にかこまれるという

発刊した。創刊号では特集「こうえ

表現が、とっても斬新です。なかな

んへいこう」と題し、豊中市内の公

コアラは森朋子さんが

かできない発想ですね！

園を写真やイラスト入りで掲載した

仲間を作ろうと、１年半

ほか、育児サークルなどを紹介して

前に始めた。取材日には

いる。Ｂ５判１６ページ。４０００

１５組ほどの親子が参加

部を発行し、公共施設や幼稚園など、

していた。ひとり娘を連

市内約８０カ所で配布している。豊

れて来た田中光香さんは

中市在住で代表を務める谷口亜美

「年上の子どもたちから

さん（３３）は、
「母親の視点から、

刺激を受けて、娘も楽し

子ども連れで行きやすい場所を盛り

そう」とニッコリ。森さ

込みました」と話している。問い合

んは「みんなで子育てし

場面です。

たにの かん太君
（豊中市・さくらづか保育園）

わ せ は、smiletoyonaka@hotmail.
co.jp へ。＝情報提供・豊中市

ずマイペース。温かな雰囲気のサーク
ルだ。

10 時～正午▽ 0 歳～就学前の子どもと保護者▽第 2・第 4 金
曜▽ウェブ（http://machigoto.jp）に子育てサークル一覧表

ましょう」と参加を呼び
掛けている。
（早川方子）
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４月の催しピックアップ
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地図、追加写真は
こちらから

m_toyonakaikeda
１日（金）

Life

池田、豊中の桜 少し遅れ気味

地図、追加写真は
こちらから

shin7000
年も桜の季節がやってきた。開

邦楽演奏などがある。また、桜に関す

生地フェア（15日まで）／池田市・エコミュージアム内リユースショップ

今

花は全国的には、早いという予

る俳句大会や写真コンテストも開催さ

10 時～ 18 時。12 日休館。まだまだ使える様々な布地が勢ぞろい。無料。エコミュージアム 072-752-7711。

想と遅いという予想が入り混じってい

れる。城跡公園にも桜の木があり、秋

２日（土）

る。池田市、豊中市では、どうも例年

から春にかけて花を咲かせる「十月桜」

よりも少し遅れそうだ。

を見ることもできる。

与謝野晶子と小林一三（６月１２日まで）／池田市・逸翁美術館
10 時～ 17 時（入館は 16 時半）
。月曜休館。情熱の歌人・与謝野晶子が、阪急の創始者・小林一三に贈った「源
氏物語礼讃歌」短冊 54 枚などを展示し、２人の交流の様子を紹介。新発見された与謝野晶子書簡３通も展示。
一般 1000 円、大学・高校生 600 円、中学生以下無料。逸翁美術館 072-751-3865。７面にチケットプレゼント情報。

関関ＣＯＬＯＲＳ「桜祭り」
（３日まで）／池田市・栄町商店街の関関ＣＯＬＯＲＳ
11 時半～ 15 時半。豚汁、ポップコーン、わた菓子など 100 円～ 200 円の模擬店。関関 COLORS 072-753-6839。

３日（日）
春休み親子コンサート／千里公民館集会場（千里文化センター２階）

池田市の五月山には約３万５０００

池田市では五月山の一角の池田市立

本もの桜の木があり、大阪府内でも有

山の家周辺や呉服（くれは）小学校前

数の桜の名所になっている。ソメイヨ

の通りなども名所になっている。

シノが大半だが、ヤマザクラ、オオシ
マザクラなど品種も多い。
池田市都市緑化植物園緑のセンター

豊中市の服部緑地には、約２０００
本の桜があり、ほとんどがソメイヨシ
ノ。管理事務所によると、開花は遅れ

によると、例年は３月末に咲き始める。 ている。天竺（てんじく）川沿いでは、
２０１０年は例年よりも早く、３月

ユキヤナギと桜が咲き競うのを楽しみ

２４日ごろから花をつけた。今年は例

にしている人が多い。しかし、今年は

春の古本再利用市 ／池田駅前公園（池田市役所前）

年よりも遅いという判断で、４月７日

ユキヤナギが先行して咲いている。桜

9 時～ 11 時半。文庫本、単行本、児童書などの古本安価販売。牛乳パック５枚で古本引換券１枚と交換（古本
引換券の上限は５枚）
。市民朝市も同時開催。池田市環境にやさしい課 072-754-6240。

～９日が見ごろと予想している。夜桜

は公園内に散らばっているものの、日

を楽しめるよう、４月１０日までちょ

本民家集落博物館に隣接する坂道は木

13 時半～ 14 時半。子育て中のお母さんによるピアノとペープサート（紙人形劇）の「動物の謝肉祭」
、手遊び、
ラーメン体操など。入場無料。千里文化センター「コラボ」06-6831-4133

６日（水）

うちんによるライトアップをするが、 が多いうえ古木もあり、お勧めスポッ

田上惠美子 トンボ玉展（17日まで）／豊中市曽根東町１、アートボックス

花の時期が遅れた場合、期間を延長す

11 時～ 19 時（最終日 17 時）
。月曜休廊。豊中在住のガラス工芸家・田上惠美子のグラスビーズ作品展。ガラ
スの表面に金箔を貼り、サンドブラスト加工した作品などが並ぶ。アートボックス 06-4865-2356。

ることも検討している。

トだという。
豊中市では千里中央公園と千里中央

五月山の桜に合わせ、第５７回池田

線の桜並木のほか、桜塚公園のような

五月山さくらまつりが４月２、３日両

地域の公園でも、桜を楽しめる場所は

新聞紙でトートバッグを作ろう／豊中市立生活情報センターくらしかん生活情報ひろば

日午前１０時から午後３時まで、池田

多い。
（梶川伸）＝ウェブで桜情報を

13 時半～ 15 時。講師は環境ボランティアの竹中正子さん。新聞紙 6 枚、エプロン、手ふきを持参。材料代 100
円。定員 20 人。4 月 5 日 10 時から電話で申し込み。くらしかん生活情報ひろば 06-6858-6855。

城跡公園で繰り広げられる。野だてや

随時掲載

８日（金）

１０日（日）
Ｋｉ
ｔｔｏで“ペンキ塗り”／豊中市・おかまちコミュニティ・カフェＫｉｔｔｏ
9 時半～ 18 時（都合のよい時間だけでもＯＫ）
。店内のいすや壁のペンキ塗り。クリエイター集団「ｇｒａｆ」
が指導。汚れてもよい服装で参加。昼ご飯付き。おかまちコミュニティ・カフェＫｉｔｔｏ 06-6841-5120。

京フィルアンサンブルのモーツアルト／池田市民文化会館３階イベントスペース
13 時開演。京都フィルハーモニー室内合奏団のメンバーの演奏で、モーツアルトの「フルート四重奏曲第１番」
「オーボエ四重奏曲」など。当日 3000 円、前売り 2500 円。池田市民文化会館 072-761-8811。

１６日（土）
第１０回北摂太鼓集団フェスティバル ／池田市民文化会館大ホール
15 時～ 17 時。太鼓集団童夢、わらべっこ、太鼓組爽風、篠笛の会篠音、太鼓塾一輝、和太鼓響、すいげつ太
鼓などが出演。ゲストに渋谷中学校筝曲部。無料。北摂こども文化協会 072-761-9245。

２４日（日）
Ｔｈｉｓｉｓ 大阪音楽大学 ／大阪市中央区北久宝寺町３－３－４、三木楽器開成館
大阪音楽大学に進学を目指す人のための進学相談や体験レッスンなど。個別進学相談は 12 時～ 14 時、15 時半
～ 17 時。体験レッスンは 11 時～ 18 時（4 月 16 日までに事前申し込み）
。学校説明は 14 時から。教員による
コンサートは 14 時半から。無料。このイベントは 9 月まで西日本 12 カ所で開催予定。詳細は http://daion.
ac.jp 大阪音楽大学入試センター 06-6334-2507。
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。

昨年の五月山のにぎわい（池田市提供）
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列車で食べる雰囲気 二葉寿司

地図、追加写真は
こちらから

能勢街道をゆく⑫豊中～刀根山

地図、追加写真は
こちらから

shin7000

iku_mi_iku

阪

Life

急蛍池駅近くに、国鉄のころの

車、客車列車、寝台特急「カシオペア」

懐かしい駅名標を店頭に置いた

のラウンジをイメージした３つの部屋

「二葉寿司」がある。創業１９５６年、 を作り、グリーン車、自由席のプレー

今

回は豊中駅の東側にある旧能

校道」
「左 箕面街道 桜井谷村」な

勢街道を北上した。駅前の歩

どの文字が刻まれている。

道橋上の広場に、全国高校ラグビー大

街道から少し東に入ると、寺が続い

大阪モノレールや駅前ビル開発によっ

トや駅名看板などを飾った。客車列車

会８０回記念モニュメントが設置して

ている。看景寺の狭い境内を見ると、

て移転を繰り返したが、ずっと蛍池で

は走行音が聴けるようにした。

ある。高校ラグビーは１９１８年１月

鐘楼をツバキの花が囲んでいた。１本

営業を続けている。今は２代目の中松
康彦さんがすしを握る。
中松さんは、２００６年に内装をガ

１２日、第１回アッソシエーション式・

の木は赤い花をつけ、花の中心部は花

国鉄のキハ５８系気動車が好きで部品

ラグビー式日本フートボール優勝大会

びらが重なってフリルのようになって

を集めた。国鉄の切符をイメージした

として、旧豊中グラウンドで始まった。 いた。寺に品種を聞くと、詳しい女性

「熱狂的な鉄ちゃんではないけれど、

ラリと変えた。時代の流れもあって、 名刺も作った」と、照れた。

第１回中等学校野球大会（現高校野球

が庫裏から出てきてくれた。手に紙を

個人宅への配達が少なくなり、カウン

中松さんは「すし屋は魚が命。満足

大会）が開かれたグラウンドだ。ラグ

持ち、
「卜伴錦（ぼくはんにしき）
」と

ターのあるすし店独特の敷居が高いイ

感がないとあかんから、ネタは大きめ」

ビーは３年遅れてのスタートだった。 書いてあった。漢字の説明は難しいの

メージは若い人に敬遠された。
「この

と言う。先代の父から受け継いだ、塩

第１回大会には４校が出場し、全同志

で、わざわざ手書きしてくれていたの

ままではつぶれる。やりたいように

だけでしめたバッテラと、とろけそう

社が３１対０で京都一商を下して優勝

だ。その心遣いに感激した。

やってみよう」と腹をくくった。妻和

な煮アナゴが看板となっている。秋サ

した。豊中グラウンドでは第５回大会

光源寺、法雲寺と巡って街道に戻っ

子さんの「思うようにしたら」の一言

バのバッテラは身がピンク色で、味も

まで開かれ、その後は甲子園球場、西

た。新千里川をわたると、上り坂にな

も支えになった。

格別なのだそう。

宮球技場などに会場を移し、１９６３

る。資料によると、昔は「皿池の坂道」

年から東大阪市の花園ラグビー場で開

と呼ばれ、難所だったらしい。坂を登

かれている。

ると刀根山公園に出る。その手前に２

気楽にすしを食べられる店にしよう

ランチは１０００円～２０００円。

と、趣味で集めていた鉄道部品を使う

二葉セットはにぎり４カンと五目巻５

ことを思いついた。真ん中に大きく
「ふ

カン、出し巻き、吸い物、サラダ、デザー

たば」と記した駅名標は、新鮮な魚が

トが付いて１５００円。取材日は煮ア

店街に入っていく。その角には、新し 「存覚上人御舊（旧）跡」の文字。そ

二葉寿司に入ってくるよう、左右に日

ナゴ、タイ、あぶりサーモン、エビの

く建てられた能勢街道の石柱がある。 の先にある刀根山御坊（常楽寺）への

本海、太平洋と書いた。
「わざと海を

にぎりだった。デザートのイチジクア

街道を少し外れた豊中市本町７丁目交

逆に表記したのは、あれ？と、印象に

イスは川西産イチジクを使ったオリジ

差点には、１９２７年に建てられた石 （http://machigoto.jp）にはほかの写

残るよう遊び心を加えた」
。お座敷列

ナルで人気メニュー。

柱があり、
「右 豊中女 梅花女 学

（進藤郁美）

【二葉寿司】豊中市蛍池中町 1 － 3 － 16 ▽ 11 時～ 14 時半、17 時～ 22 時▽火曜定休▽ 06 －
6841 － 5531 ▽お座敷列車の部屋でバッテラを持つ中松さん

旧能勢街道は、豊中駅前一番街の商

豊中駅前のラグビーの記念碑

つの石柱が立っている。大きい方は

道しるべだった。
（梶川伸）＝ウェブ
真も掲載。
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サービスエリアで託された思い

消防援助隊が知らせた両親の無事

sakozo

豊

iku_mi_iku

中市消防本部は、東日本大震災の被災地である岩手県大槌町へ緊急消防援助
隊を派遣した。地震発生直後に２３人が救助工作車などで被災地に出発し、

その後２２人が増員され、計４５人が救急活動を行った。

池

田市消防本部の消防隊員５人が大阪府の緊急消防援助隊（第１次）に加わり、
東日本大震災の被災地、岩手県釜石市で捜索活動にあたった。

只越町の避難場所では隊員の富岡健さんが避難していた夫婦から「携帯電話が全

大槌町に入る手前３キロメートルは道路も使用できず、救助資機材を背負って徒

くつながらない。池田市に住む娘にどうか私たちの無事を伝えて欲しい」
と頼まれた。

歩で町に入ったという。遠野市で後方支援にあたった仲宗根岳志さんは「現地に行

富岡さんは救助隊の拠点から池田市の娘さんに電話で連絡。両親の無事を伝えると、

く途中、前沢のサービスエリアで食事をした。代金を払う際、現地の人が受け取ろ

娘さんは「本当に良かった」と泣いて喜んだという。

うとせず、
『がんばってください。岩手をよろしくお願いします』と言っていたのが
印象的だった」と話した。

が存在しないような感じだった」と話し、富岡隊員は「町の原型が分からないくら

豊中市消防本部ではさらなる増強要員の派遣を予定している。

（早川方子）

Thank
You

犬のストラップ、ありがとう
sakozo

マ

被災地の状況について伊藤弘隊長は「経験したことないくらい悲惨な状態。生命
いだった」と話す。 ＝情報提供・池田市

（進藤郁美）

Thank
You

おかあさんへ
shin7000

お

チゴトで応募していた「おさんぽ
ストラップ（シーズー）
」が届きま

かあさんは、かいごのおしごとをしています。おとまりのときもあります。
ねているおばあちゃんたちのせわをするためです。おとまりのしごとがおわっ

てかえってきたら わたしに、
「いってらっしゃい。
」といってくれます。わたしは

した。とってもとてもうれしいです。
すごく可愛いので気に入ってます。

とてもうれしいです。

心よりお礼申し上げます。

おかあさんのしごとは、よるもねないでいたり、あさもはやくでかけたりしてたい
へんだし、しんどいとおもいます。たおれないかとしんぱいです。

（豊中市、Ｅ．Ｅさん）

よるははやくねかせてあげようとおもいます。おかあさんげんきでがんばってくだ
ストラップのイラスト付き

Present

さい。

＝細河小学校、谷畑美有さん
（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

逸翁美術館春季展 招待券プレゼント
m_toyonakaikeda

池

田市栄本町の逸翁美術館で春季展「与謝野晶子と小林一三」が、
４月２日（土）
から６月１２日（日）まで開かれる。詳細は４面の催しピックアップ参照。

マチゴトは、この「与謝野晶子と小林一三」の招待券を抽選で１０組２０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（３／３１日号）までお送り下さい。４月１３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）
。

