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足立衛＆アゼリアジャズ
池田拠点にジャズ文化発信

味わえない気持ちだと思う」

　趣味でジャズをやる人も増え、プロ

とアマのセッションなど裾野も広がっ

てきた。それは喜ばしいことと思う一

方で、「だからこそ我々プロは、『Sing 

Sing Sing』をやるにしても、一味違

うものを見せなければ」と語る。

　今後はジャズ文化普及のため、小

中学校でも鑑賞会も開く予定という。

「１７人で編成されるビッグバンドは、

ジャズの魅力が詰まったぜいたくな音

楽。一度生で聴いてほしいな」＝７面

に招待券プレゼント情報。（礒野健一）

界有数のミュージシャンが、たばこの

煙がもうもうとする酔っ払いばかりの

クラブで演奏するものだった。そうい

う客を何とか振り向かせたかった」

　「あるホテルのロビーで演奏をした

時、ひと目で大きな悩みを抱えている

とわかる、青白い顔をした男性が目に

留まった。演奏しながら気にしていた

ら、彼がだんだんと元気に、目に力が

戻っていくのがわかってね。後で『あ

りがとう。おかげさんで元気になりま

した』と握手され、涙がこぼれるほど

うれしかった。ミュージシャンでしか

池
田市民文化会館を拠点に活動す

るジャズビッグバンド「足立

衛＆アゼリアジャズオーケストラ」の

リーダー・足立衛さん（６６）は、ジャ

ズの魅力を「譜面通りに演奏するクラ

シックとは違い、それを跳ねるように

演奏したり、自由にインプロビゼー

ション（アドリブ）を加えていくとこ

ろ」と話す。

　少年時代からジャズにあこがれてい

た足立さんだが、まだ専門に習う場も

なく、クラシックの素養を身に付けた

後に転向した。「当時のジャズは、世

アルトサックス、ク
ラリネット奏者とし
て活躍する足立衛さ
ん（右から 3人目）
＝池田市民文化会館
提供。次回公演は 5
月 14日（土）
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細河の四季　写真の作品募集
　植木の産地で知られる池田市の細河地

域が、細河の自然をとらえた「細河フォ

トコンテスト」の作品を募集している。

２０１２年２月１５日まで。

　市が１１の小学校区にそれぞれ予算提

案権を与える地域分権制度を利用し、細

河地域コミュニティ推進協議会が初めて

企画した。

　テーマは「細河の四季」。植物、動物、

風景、建物、人物など細河地域内で撮影

した作品に限り、１人２点まで応募でき

る。入賞作品１０点を表彰する。入賞者

には、地場の野菜や苗木などが贈られる

予定。協議会の秦孝雄会長は「入賞作品

は絵はがきにしたい」と話している。　

　　　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

問い合わせは細河地域コミュニティ推進協議会
072－ 754－ 5711バリアフリーで広々とした美容室を始めた武知さん

庄内にバリアフリー美容室「ヴィーズ」
　豊中市庄内東町６－１４に段差をなく

した美容室「ヴィーズ」がオープンし、

車輪のついた手押しの買い物バッグを使

うお年寄りらに好評だ。

　美容学校の教師を務めた武知（たけ

ち）逸子さんが２０１０年１０月に開業

した。緩やかなスロープで室内に入ると、

平面のフロアになっている。髪をセット

するためのいすは１つだけ。「１人でやっ

ているので」と話すが、空間を十分に取っ

ているのは、車いすでも、手押しバッグ

でも、楽に移動できるようにするためだ。

武知さん自身、股関節の手術をしたこと

もあり、バリアフリーにこだわった。

　９４歳で手押しバッグを押す女性も常

連客になっている。車いすで１月１回来

る女性は「気をつかわなくていい」と話

しているという。

　「地域密着の美容室にしたい」と武知

さん。部屋のソファーは、地域の人のお

しゃべりの場になっている。予約優先で、

電話は０８０－４２３５－５６１７。

　　　　　　　　　　　　　　（梶川伸）

子どもたちでつくる地域密着時計がスタート

豊中まつり 2011 千里プレイベント会場内での撮影
の一コマ

マチゴト豊中・池田のウェブ（http://machigoto.jp）のトップページ
で表示

　マチゴト豊中・池田の公式サイト

（http://machigoto.jp）は、４月１４日、

地域の子どもたちと一緒につくるデジタ

ル時計をオープンしました。数字のボー

ドを持った子どもたちの写真を組み合わ

せ、時刻をお知らせするサービスです。

地元の子どもたちの元気で可愛らしい表

情を時計仕立てで閲覧することができま

す。掲載されている写真は、マチゴト編

集部が直接、幼稚園や保育園、子育てサー

クルで撮影会を催して集めています。ま

た各種イベント会場でも撮影を行ってい

ます。地域のみなさんの絆のひとつとし

ても、この企画に参加してみませんか？

参加希望の方は、マチゴト

編集部までお問い合わせく

ださい。

　さらにマチゴトが提供

している豊中市と池田市

のニュースとこのデジタル

時計が一緒になったブログ

パーツもあわせて提供して

います。ホームページを

持っている方やブログを書

いている方は是非、ご活用

ください。詳しくは、マチ

ゴトのウェブサイトのトッ

プに表示されている「地域密着時計」を

クリックして参照ください。（緑川岳志）

定期的に勉強会を開く「絵本を楽しむの会」のメン
バー

絵本の良さを伝えたい　楽しむ会が紹介
　絵本と出合い、楽しさを味わってもら

おうと、池田市の「絵本を楽しむ会」が、

幼稚園や小学校で読み聞かせをしたり、

定期的に勉強会を開いたりしている。

　メンバーは主婦ら２０人。子育て中に

出会ったお母さんたちが、１８年ほど前

から絵本の勉強を続けている。最初は自

分の子育てに役立てようと会にかかわ

り、やがて絵本の奥深さに引き込まれて

いった人も多い。その１人、田中明美さ

んは「子どものために始めたことが、すっ

かり自分の楽しみになった」と話す。

　会は子どもと「一緒に楽しむ」ことを

大事にする。松前敦子さんは「本棚の隅

に眠っているけど、心温まる作品がたく

さんある。そんな絵本を通じて、子ども

と楽しい時間を分かち合いたい」と話す。

　マチゴトは会が勧める絵本を「子ども

と楽しみたい絵本」として毎号、紹介す

る。読み聞かせを始めたい「よちよち編」

は本紙に、少し慣れてきた「てくてく編」

はウェブ（http://machigoto.jp/）に掲

載。　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

「ころころころ」作・絵　元永定正（福音館書店）

子どもと楽しみたい絵本　よちよち編①
　【ころころころ】

　「赤ちゃんって、どうして落ちている

小さなゴミを見つけて、口に入れちゃう

の？」と思ったことはありませんか。我

が家の２番目の子は、はいはいが上手に

なったころ、床でボタンを見つけ、口に

入れてしまいました。レントゲンを撮る

とくっきり。２～３日後に排出されまし

た。この作品は小さな色玉が階段や雲の

上をころころと転がります。私がころこ

ろという言葉にリズムをつけて読み始め

ると、娘は色玉を指でなぞって口に運ぶ

仕草を楽しんでいました。仕草で済めば、

かわいいものです。（絵本を楽しむ会・Ｍ）
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メッセージブックを制作します。
【メッセージオフィス Fuwari】
電話 080-2419-8181 ごほうみなこ

「ありがとう」を伝える贈り物

田舎野菜と二十穀ご飯をつかったヘル
シーカフェ。和パフェも人気。夜ごはん
弁当は電話予約を。06-6848-4000

蛍池駅前　ジョイズカフェ

親子でスキンシップをしながらストレッ
チ。妊婦さん向けレッスンあり。教室は
北桜塚、千里園など。フラウヨガで検索

マタニティ＆おやこヨガ

55歳以上の方。5月11日～毎週水曜日、
全6回1万円。10～12時。蛍池駅スグ。
電話 090-8987-8189（吉田）

初心者OK シニアのピアノ講座

きっかけアロマ講座 : 子連れ可 1500 円
日時応相談。Mrs.Lavender で検索
蛍池駅スグ。info@mrs-lavender.com

アロマ＆ハーブ教室

豊中市、池田市の皆様に伝える

誰でも参加できる情報コーナー

マチの伝言板
掲載料金
■ショートスペース：5,250円（税込）タイトル15文字／本文51文字
■ロングスペース：9,450円（税込）タイトル15文字／本文153文字
※申し込みの締切は、掲載前々週の金曜日まで。
※情報の内容によっては、掲載をお断りする場合があります。

お問い合わせ先：株式会社毎日新聞ローカル（マチの伝言板担当） tel.06-6346-8255　fax.06-6346-8256
　　　　　　　     sales-toyonakaikeda@machigoto.jp   WEBサイト http://machigoto.jp

1枠5,250円から掲載できます。
専用申込書は、マチゴトのウェブサイトまたはメール、
FAXでご依頼ください。
ウェブサイトでは、申し込みの方法も掲載しています。
掲載する内容をメールまたはFAXにてご依頼ください。
掲載スペースによって掲載料が異なります。

　豊中市では、ヒブ（インフルエンザ菌

ｂ型）ワクチンと小児用肺炎球菌ワクチ

ンの接種費用の一部助成を４月１日から

開始している。

　助成の対象は、豊中市在住の生後２カ

月以上から５歳未満の乳幼児。期間は

２０１２年３月３１日までで、接種１回

につき自己負担額を１０００円とし、残

りの金額を市が負担する。生活保護世帯

か市民税非課税世帯の減免制度もあり。

　詳しくは、豊中市・健康支援室０６－

６８５８－２２８７へ。

ワクチンなど一部助成

　豊中市の社会福祉協議会が、６月に発

行する「子育てサークルマップ」改訂版

に掲載する市内の子育てグループを募集

している。

　申し込みは、４月２２日までに社会福

祉協議会（すこやかプラザ内）へ。電話

０６－６８４８－１２７９。

掲載希望サークル募集

　今年３月ま

で豊中市・さ

くらづか保育

園に通ってい

た、まえかわ

ちなつちゃん

が書いた自作

の絵本「ママとちなつとサンタさんと

いっしょにあそんだおはなし」の１場面

です。プレゼントをもらうのではなく、

配るという発想がステキです。ちなつ

ちゃんはとてもやさしい子なんですね。

わたしの絵本④

　豊中市在住で、保護者が就労などのた

め保育ができない子どもを対象に、市立

保育所（１９カ所）、民間保育所（２７

カ所）、家庭保育所（１０カ所）で入所

申し込みを随時受け付けている。対象年

齢は保育所により異なる。詳細は保育幼

稚園室０６－６８５８－２２５２へ。

豊中、保育所の申し込み

ツボを刺激することで、顔のコリやむ
くみをとるリフトアップフェイシャル。
1900 円。「ＬＡＭＡＢＡＲＩ」で検索

園田駅 自宅サロンでマッサージ

告知をしてみませんか？
毎号10.8万世帯にお届けできます。

お問い合わせは、毎日新聞ローカルまで 

☎06-6346-8255

夫婦で楽しむＷの子育て⑦
　手をかけすぎていませんか？――

　先日、小学生のママたちを取材した時

「本人のためにならないと分かっている

のに、ついつい手をかけすぎてしまう」

という声をたくさん聞きました。

　起床、朝の準備、宿題、身支度……。

自分でできる子になるために、親にでき

ることは先回りして手や口を挟まないこ

と。本人が自分でやれる力を信じて、楽

しくできるようにサポートしていきたい

ですね。

　で、その取材で気づいたのが、子ども

に手をかけすぎママは、「夫にも手をか

けすぎ！」ということ。遠足や修学旅行

の荷物をすべてママが用意しているとい

う家庭では、夫の出張の用意もママがし

ているのです。それじゃあ、子どもに「自

分でやって」と言っても説得力がないで

すよね。

　パパにはせめて自分の身の周りのこと

は自分でやってもらいましょう。ママが

いないと下着も爪切りもどこにあるかわ

からない、ではママが病気の時に困って

しまいます。

　ママはつい、「自分がやった方が早い」

と思ってしまいがちだけど、そこはグッ

と我慢して。

　自分のことは、自分でやる。親がその

お手本になれたらいいですね。

【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。
10時～12時▽第2・第4木曜▽姫室室町会館▽ウェ
ブ（http://machigoto.jp）にサークル一覧表

子育てサークル⑥　池田ママ
　ソーシャルネットワーク「ミクシィ」

がきっかけとなって始まった子育てサー

クル「池田ママ」は、代表の藤井めぐみ

さんが１人で切り盛りしている。サーク

ルには池田市に住むママなら誰でも参加

でき、現在８０人ほどが登録している。

　「全員が集まるのは不可能なので、

３０代ママ、乳幼児のママ、というふう

にテーマでグループ分けをしています」

　取材日に集まっていたのは、「スクラッ

プブッキング教室」に参加するママたち。

スクラップブッキングとは、写真を色と

りどりの紙やリボンなどで装飾するクラ

フトのことで、サークルのメンバーでス

クラップブッキング講師の森本亜由美さ

んが、材料費だけを集めて先生役をかっ

て出た。ベビーダンスなどの資格を持つ

ママが講師役となって教室を開くのは珍

しくないという。

　「ママ友達を作るのが目的のサークル

なので、ママ１人の参加もＯＫです」

　参加希望者はミクシィ（http://mixi.

jp/）で「池田ママ」検索を。（早川方子）

　あつお「これ　なんのおやつなん？」

　たけし「おこのみやき　みたいやな」

　ももこ「ピザ　みたいやな」

　あつお「ちがうで。まえ食べたけど　

ちがうかったもん」

　保育士「これは韓国・朝鮮という国の

食べもので　ちぢみというねん」

　あつお「いろいろあるんやなあ」

（豊中市・子どものつぶやき展より）

いろいろあるんやな（５歳）
　ちょぴりニヒル

な表情でピースサ

インをしてくれた

のは池田市に住む

歩生（あゆき）君

＝写真。この表情、

なかなか渋い男に

成長しそうです。

お母さんによる

と、「大きくなるにつれて、新しい遊び

方をどんどん覚えている」とか。これか

らも元気なわんぱくでいてくださいね。

わが家の宝もの⑲

心のマッサージにオススメはラベンダーや柑橘系の
香り。お風呂で香りを楽しむと一層効果的です

ハーブで暮らしを楽しむ③
　東日本大震災から１カ月。同じ日本に

いながら、様々なことを胸に思い過ごし

た１カ月だったのではないでしょうか。

また、年度末＆年度初めで様々な別れや

出会いもあり、緊張の連続。こんな時は、

心をマッサージしてあげることが大切。

直接、心には手が届きませんが、心のマッ

サージは大人も子どももとても必要とし

ています。

　香りは、脳の中の“本能や体の機能を

維持するのに大切な場所”に直接作用す

ることが分かっています。つまり、「好

きな香りを嗅ぐ」ことは、心のマッサー

ジにつながるのです。１～２分で構いま

せん。お好きな香りを見つけて、自分ら

しさを取り戻す時間を作っていただけた

らと思います。

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブのきっ

かけ講座や資格講座、トリートメント

を扱うサロン「Mrs.Lavender」代表。

ホームページは http://mrs-lavender.

com/ ▽問い合わせはメール info@mrs-

lavender.com で

学校備品の修繕作業です。修繕場所は関
西全域。グラインダー、トリマーをお持
ちの方歓迎いたします。作業日は土日春
夏冬休みの平日。給与は成果給で、仕事
を全て完了して１万５千円～２万円の日
給です。作業スケジュールが不規則なの
で、アルバイト感覚でご応募ください。
お問い合わせはメール（raiseplanning@
ybb.ne.jp）で。

若手職人、見習い、求む
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ＦＭ千里の声①　竹島麻里子さん
◇「デポルト　ナビゲーション」担当（日

曜日１１時～１３時）

　周辺は「おっさん風のしゃべりと、美

人の素顔のギャップ」と評する。大阪弁

のおっさんしゃべりは、スポーツとガン

バ大阪への思い入れの強さである。

　番組は地元アスリートの活躍や、ガン

バ大阪の情報を柱にしている。フリーの

スポーツキャスター・リポーターの竹島

さんにとってはまり役だ。１９９３年に

プロ野球オリックスの試合中継やリポー

トを任された。イチロー選手はまだ２軍

だったころから知っている。「彼はいつ

も１番先に練習場に現れる。私も同じ」。

イチロー選手が「今日から１軍です」と

話した日も覚えている。

　ガンバの取材も長い。「宮本君（宮本

恒靖選手、現ヴィッセル神戸）」は入団

時から大物になると見ていた。先日、「宮

本君」の家族と食事をした。ガンバとの

密着度がわかる。だからこそ、気持ちを

込める。「みんなが知らんことを伝えた

い。『ガンバの濃い内容、どや』と」（梶

川伸）＝ＦＭ千里木曜日午前１１時から

の番組でマチゴト豊中・池田の記事を紹

介する「まるごと・マチゴト」も放送

竹島さんは女性初のお立ち台インタビューも経験。
詳しい内容はウェブで（http://machigoto.jp）

大阪音楽大学で学生オペラ
　豊中市庄内幸町の大阪音楽大学（中村

孝義学長）で、声楽科の学生らが５月１

日のオペラ「メリー・ウィドウ」の公演

に向けて練習に励んでいる。公演は学生

自主公演団体「Ｔｕｔｔｉ２０１１」が

主催し、出演やオーケストラ、演出など

のすべてを学生が務める。

　演目の「メリー・ウィドウ」は、パリ

を舞台に未亡人ハンナと元恋人のダニ

ロ、色男カミーユが、遺産をめぐって恋

の駆け引きをする喜劇。制作を担当する

澤田美紀さん（４年）は「曲がずっと長

調なので、明るく楽しい舞台になると思

う」と胸を張る。

　練習では、ロングスカー

トをはいた出演者が本番さ

ながらにステップを踏み、

高らかに歌い上げると、演

出や出番待ちの学生から

「手の動きを忘れないで」

「もっと動作を大きく」と

声が飛ぶ。２、３幕で男爵

（だんしゃく）夫人のヴァ

ランシェンヌを演じる田橋

愛子さん（４年）もそうし

た１人で、「他人の動きを

見ることで、自分の欠点も

わかる」と積極的にアドバイスをしてい

た。

　カミーユ役の前田満さん（４年）によ

ると「１人では気づかないところを全員

で補っていく感じ」で練習をしていると

いう。２幕でハンナ役を務める渋谷茉南

（まなみ）さん（４年）は「学生だけで

作り上げるのは大変だが、プロにはない

初々しさを見せたい」と笑顔を見せた。

　公演は５月１日、大阪音楽大のザ・

カレッジ・オペラ・ハウスで開かれる。

問い合わせは、Ｔｕｔｔｉ代表・澤田

０９０－３０３４－６２６０まで。

　　　　　　　　　　　　　（早川方子）

2 幕のフィナーレを何度も繰り返し練習する学生たち
　　　　　　　　　　　　　　　＝豊中市庄内幸町、大阪音楽大学で

天竺川を浄化するための竹炭づくり（天竺川ホタル
の会提供）

会員募集①　天竺川ホタルの会
　豊中市新千里南町の街中を流れる天竺

（てんじく）川にホタルを呼び戻す。そ

んな夢を掲げ、天竺川ホタルの会（深津

洋三会長）が２００８年に活動を始めた。

　活動区域は新御堂筋の西側で、新田橋

から下天竺橋の間の約３００メートル。

大阪府とアドプト・リバー協定（アドプ

トは養子の意味で、河川環境の美化のた

め地域団体に川の里親になってもらう制

度）を結んでいる。

　会は２００９年から、えさになるカワ

ニナを川に放流。一方で竹林を間伐して

ドラム缶で竹炭を作り、それを流れに沈

め、水の浄化を進めている。ホタルは

２０１２年から放す予定だが、深津会長

は「ホタルが十分に飛び交うようになる

には、１０年はかかる」と話している。

会員は約４０人で、プロジェクトを進

めるためのメンバーを募集している。

連絡は深津さん（０６－６８３３－

８１８６）。（梶川伸）＝ウェブ（http://

machigoto.jp）の「豊中・池田データボッ

クス」のコーナーに、会員募集案内

漢方について説明する吉崎さん＝蛍池ルシオーレ店で

　池田市と豊中市の阪急宝塚線沿線に４

店舗を展開するヘルス薬品チェーン・ホ

タルドラッググループの吉崎光則さん

は、３０年以上漢方薬の販売や健康相談

を続けている。冷え性、生活習慣病、更

年期障害など様々な相談に応じてきた。

　「漢方は個人の体質にあわせたオーダ

ーメード療法」と話す吉崎

さんは、丁寧な問診を行い、

８０種類の漢方の中から選

ぶ。根本の要因を探ること

から始め、体質改善を目指

す。日常生活や食生活の養

生法もアドバイスする。な

ぜか疲れやすい、よく頭が

痛くなる、手足が冷えるな

どの症状を訴えて来店する

人が多いという。

　吉崎さんは「何となく感

じている不調を見逃さず、

予防を心がけることが大事。

３０年の経験生かした漢方相談
気軽に相談ください」と話す。

　蛍池ルシオーレ店（蛍池駅）以外にも、

栄町商店街のサカエマチ池田店（池田

駅）、サンシティ店（池田駅）、石橋店（石

橋駅）でも相談に応じている。問い合わ

せは、ホタルドラッグ・フリーダイヤル

０１２０ ０６３ １１３。（進藤郁美）

池田・豊中発ガンバルジャン⑩

ユーモア実践道場 1期生の巽益明さん。修了式では
軽妙なトークをみせた

活動は毎月第 4日曜日、池田市の引札屋。参加費は 1回 1000 円、稽古成果の発表にはさらに 1000 円。問
い合わせは 090-4307-2567。写真は師範の矢野宗宏さん（右から 2人目）と、門弟の皆さん

◆ユーモア実践道場◆

　コミュニケーションをはかるうえで大

事なのは、そこに「笑い」があるかどうか。

そうした考えのもと「笑い」を実践的な

スキルとして身に付けるため２０１０年

から始まったのが、ユーモア実践道場だ。

　道場の師範を務める矢野宗宏さんは、

大学の落語研究会出身。卒業後に勤めた

信用金庫では、落語で培った「笑い」ス

キルで顧客の人気を得て支店長に昇進し

た。現在は独立し、ユーモアコンサルタ

ントとして講演活動を行うほか、学生時

代からの高座名・爪田家らいむで社会人

落語家としても活躍している。

　矢野さんは「趣味の落語教室とは違い、

日常会話やビジネストークの中に『笑い』

をいかに取り入れるかという、実践的な

技術を養うもの。相手をゲラゲラ笑わす

だけでなく、どう和ませるかといったこ

とも伝えたい」と、道場の意義を語る。

　３月２０日、門弟の１人で間もなく古

希を迎える巽益明さんの修了式と発表会

が開かれた。本来、道場に修了はないが、

今後は「お笑いの漫語落（まから）」と

いう名前で福祉施設などに慰問へ行くと

いう巽さんのため特別に開いた。「普通

のおじいちゃんが、必死に稽古をする姿

にこちらも感銘を受けた」

　池田市内で営む歯科医院で「手水寄席」

を開く小石剛さんも門弟の１人だ。「も

ともとデンタルカフェを開いていたが、

真面目な話だけで、うまく伝わってない

という思いがあった。そこに笑いを取り

入れることで興味を持ってもらい、今は

寄席まで開くようになった」と笑う。

　師範代を務める山本公平・広島経済大

学准教授は「ここは身近な笑いを追求す

る場。例えるなら最先端技術を備えた大

学病院ではなく、町医者がこの道場の役

割」と話す。落語の街・池田にふさわし

い活動と言える。　　　　　（礒野健一）



TEL：06-6346-8255お問合わせ先 5

肉厚でジューシー　採れたてシイタケでＢＢＱ

青木さん、浅田さん一家。シイタケは炭火で焼き、
塩だけで食べるのがオススメ。野菜は生で食べられ
るほど甘く新鮮

　豊中・池田から車で約３０分という近

距離にありながら、豊かな自然が残る猪

名川町に「仲しい茸園」がある。新鮮な

シイタケと野菜、和牛、地鶏を存分に堪

能できると評判のシイタケ狩り農園だ。

　園長の仲守さん夫妻は、輸入シイタケ

の増加で手軽な菌床栽培が主流となった

今でも、昔ながらの原木栽培にこだわっ

ている。原木栽培は手間がかかるが、肉

厚で香り豊かなシイタケができるのだ。

　取材日に三田市から来ていた青木さ

ん、浅田さん一家は何度も利用している

リピーター。浅田幸姫さんは「ここのシ

イタケは甘味があって、本当においしい」

とニッコリ。娘の青木奈美栄さんも「と

ろけるほど柔らかいお肉と新鮮な野菜は

他所にない」と笑顔。青木さんの二男の

悠馬君（中１）はシイタケが苦手だが「ス

ーパーのものと味が違う」と美味しそう

にほおばっていた。（早川方子）

【仲しい茸園】兵庫県川辺郡猪名川町木間生（こ

もお）字大道下１６▽１０～ １７時（ＢＢＱ

受付１５時まで）▽電話 072-768-0055 ▽要予

約 ( 電話のみ ) ▽シイタケ狩り 1500 円、

シイタケ狩り＋ＢＢＱ3675 円（小学生半額、

幼児無料）▽http://nakashiitake.com/

バーベキュー
で食べる分の
シイタケを採
ることができ
る。風味を損
な わ な い よ
う、洗わずに
食べる

能楽「室町の仮面劇」　中２・小６の姉弟も舞台に

扇を手に舞のけいこに励む静会さん＝大阪能楽会館
で

厳しいけいこを続ける嶺貴くん＝大阪能楽会館で▽前売指定席 6300円、前売自由席 5250円（当日 6300円）、
学生前売自由席 2100円（当日 3150円）▽フィールノウ企画 06－ 6862－ 3990

　観世流能楽師の上田大介さんが４月

２３日、大阪市の能楽会館で「第５回

フィールノウ自主公演　室町の仮面劇」

を開く。大介さんの長女、静会（せかい）

さん（覆正社中学校２年）、長男、嶺貴

（りょうき）くん（泉丘小学校６年）ら

子どもたちも舞台に立つ。

　フィールノウ企画は能楽を身近に感じ

てほしいと、大介さんが２０００年につ

くった。「わかりやすい能」をコンセプ

トに、子どもたちのための能楽公演を手

がける。

　２歳４カ月で初舞台を踏んだ静会さん

は、幼いころは緊張からくるストレスで

帯状疱疹が出たこともあった。今でも、

舞台に上がる前は緊張して何度もトイレ

へ行く。それでも舞台に上った瞬間、「後

戻りできない。頑張ろう」と演じきる姿

に、静会さんを応援する人は多い。

　今回、次世代の能楽を担う子どもたち

の舞台「吉野天人」のシテ、天人を演じる。

吉野山の満開の桜とたわむれる天人の舞

い姿が見せどころ。小鼓、大鼓、太鼓は

子どもたちが演奏する。静会さんは「上

品な天女を表現したい」と話している。

　嶺貴くんは「道成寺」の能のビデオを

見せると泣きやむほどで、１歳過ぎたこ

ろには見どころを見よう見まねで覚え

た。初舞台は２歳９カ月。「舞台に上がっ

ている時が１番楽しい」と言う。今回、

嶺貴くんは子役の卒業曲とされる「烏帽

子折（えぼしおり）」で牛若丸を演じる。

牛若丸が大人になる儀式や盗賊と戦う場

面のある痛快劇で、立ち回りが見せどこ

ろとなる。「強い牛若丸を演じたい」と

嶺貴くん。

　大介さんは「子どもたちに日本の伝統

を伝承していく大切さを教えている。厳

しいけいこを続け、成長する姿を見て

やってほしい」と話している。

　　　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

催し情報をお寄せください。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。

４月後半の催しピックアップ
開催中
第52回池田市美術展（16日まで）／池田市菅原町の中央公民館
10 時～ 18 時（最終日は 15 時まで）。絵画、書、彫塑、工芸、写真の 5 部

門の入賞作 69 点を展示。写真は絵画部門市長賞を受賞した野本理隆さんの

「卵のある風景 2011」。入場無料。中央公民館 072-754-6299

1 7（日）
鉄道模型走行展示会／青年の家いぶき
11 時～ 15 時。鉄道研究会ＷＯＯ（ウー）による鉄道模型展示とＣＣＤカメラ搭載車両の運転体験。

車両模型の持ち込み禁止。申し込みは当日、会場で。青年の家いぶき 06-6866-3030

1 9（火）
竹炭で壁飾りを作ろう／豊中市・生活情報ひろば（くらしかん１階）
豊中産の竹炭を使って、消臭剤にもなる壁飾りを作る。講師は、とよなか消費者協会会員。定員 30名。

参加費 100 円（材料代）。当日 13 時に、生活情報ひろばで受け付け（先着順）。くらしかん生活情報

ひろば 06-6858-6855

2 0（水）
館内ガイドツアー／豊中市名神口１－４、大阪音楽大学音楽博物館
個人を対象としたガイドツアー。世界各地の楽器の特徴や歴史、文化的背景、それぞれの楽器にま

つわるエピソードなどを紹介。簡単な実演が聞けることも。１４時から約１時間。予約不要。無料。

毎月第１土曜日、第３水曜日に定期的に実施している。問い合わせは、大阪音楽大学音楽博物館 06-

6868-1509

2 1（木）
あなただけの財布作り／豊中市・生活情報ひろば（くらしかん１階）
オリジナルで使いやすい財布作りを楽しむ。定員20名。参加費650円（材料代）。はさみ、手拭き持参。

当日 13 時に、生活情報ひろばで受け付け（先着順）。くらしかん生活情報ひろば 06-6858-6855

2 3（土）
図書館こどもまつり／池田市立図書館
10時～15時。4月23日の「子ども読書の日」にあわせて開催。布絵本や布遊具で遊んだり、手作り工作、

おはなし会など。24 日 14 時からは映画会「トム・ソーヤの冒険」も。参加無料。図書館 072-751-

2508

ドクターＧのおもちゃ病院／水月児童文化センター
10 時～ 12 時。壊れたおもちゃを「おもちゃドクター」が診察して修理する。無料。水月児童文化セ

ンター 072-761-9233

バサラの宴2011　JAZZ PICNIC in池田城／池田城跡公園
13 ～ 15 時。入場無料。雨天時は 24 日に順延。池田城を舞台にスタンダー

ドジャズ＆ボーカルを、家族でゆっくり楽しむイベント。出演は足立衛＆

アゼリアジャズオーケストラ、西田あつ子。１面に関連記事。いけだ市民

文化振興財団 072-761-8811

与謝野晶子朗読コンサート～ピアノの調べに寄せて～／逸翁美術館マグノリアホール
13 時半開場、14 時開演。1500 円。宝塚歌劇団専科の邦なつきさんを迎え、与謝野晶子の詠んだ短歌

や和歌を、ピアノの調べに乗せて朗読する。申し込みは逸翁美術館へファクス（072-751-2427）、メー

ル（itsuo-magnoliahall@hankyu-group.jp）、往復はがき（〒 563 － 0058　池田市栄本町 12 － 27

「与謝野晶子　朗読コンサート」係）にて、住所・氏名・連絡先電話番号、希望枚数を明記の上受付。

逸翁美術館 072-751-3865

2 4（日）
打楽器世界旅行～ラテンアメリカの民族打楽器／五月山児童文化センター
14 時半～ 15 時 20 分。キューバ、ブラジル、ペルーの民族打楽器を見て、触って、鳴らして楽し

む。池田市在住のパーカッショニストの木村和人さんが演奏と指導。無料。五月山児童文化センター

072-752-6301

2 5（月）
資料探しのお手伝い「主婦の再就職～１０３万円の壁」／とよなか男女共同参画推進センター
10 時～ 17 時（1 人約 40 分）。就職に役立つ資格の講座情報や、家庭支援制度など、働きたいと願

う女性に必要な資料探しをサポートする。申し込みは、情報ライブラリーのカウンター、または電

話にて受け付け（予約優先）。とよなか男女共同参画推進センター すてっぷ情報ライブラリー 06-

6844-9735

2 8（木）
服部緑地グリーンフェスティバル2011（30日まで）／服部緑地都市緑化植物園ほか
10 時～ 17 時。花の即売会、自然観察と工作、風船遊び、絵本の読み聞かせ、琴のコンサート＆体

験、クラシックコンサートなど。期間中は都市緑化植物園への入園は無料。服部緑地管理事務所 06-

6862-4945

阪大生・手塚治虫－医師か？マンガ家か？－（6月30日まで）／大阪大学総合学術博物館　待兼山修学館
10 時半～ 17 時。入場無料。日祝休館（5 月 3・4 日は開館）。大阪大学医学専門部在学中の 1946 年

にマンガ家としてデビューした手塚治虫が、「ジャングル大帝」などの人気作の連載と学生生活をど

う両立させていたかなどを紹介。大阪大学総合学術博物館　待兼山修学館 06-6850-6284

手作り石けん「竹炭石けん」講座／とよなかインキュベーションセンター
10 時～ 12 時。浄化・脱臭効果のある竹炭を使った石けん作り。講師は、

手作りハーバル石けん研究家の南山市子さん。3800 円（材料費、お茶代込

み）。託児あり（１回 1000 円）。エプロン・牛乳パック 2 個・ゴム手袋・タ

オル・マスク・手提げ袋を持参。25 日までに予約。予約は、メール（info@

mrs-lavender.com）で

2 9（金・祝）
月なみ九雀の日／豊中市立伝統芸能館
19 時開演。出演は桂九雀、桂一蝶、桂さろめ。料金は観客が自由に決めた金額を投げ銭箱に入れる

自由料金方式。落語工房 06-6845-8636

3 0（土）
夏野菜のコンテナ栽培／花とみどりの相談所（豊島公園内）
14 時～ 16 時。元同所相談員の髙木勇さんを講師に、コンテナ（プランター）で夏野菜を育てる際の

コツや注意点を学ぶ。参加資格は豊中市民限定。定員 30 名。参加費用 500 円。4月 26 日（火）まで

に申し込み（先着順）。花とみどりの相談所 06-6863-8439
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編集長のズボラ料理⑩　ホタルイカと菜の花のパスタ
　中高年の恋物語を、毎日新聞で連載し

たことがある。団塊の世代を対象にした

ページを作ることになり、その中に少し

色っぽい記事を入れようじゃないかとい

う会社の魂胆だった。タイトルも「もう

いちど男と女」と決めたうえで、僕に押

し付けてきた。

　これには困った。取材の窓口がない。

事件なら警察、中高年への施策なら役所

の高齢介護課に行けば良い。しかし、ど

こにも高齢恋愛課はない。だからといっ

て、やたらと「あなた、恋していますか？」

と聞くわけにもいかない。

　だから、取材対象が見つかれば、他人

の恋やら愛やらを聞くだけのために、遠

くまで出かけた。役得である。富山へも

足を運んた。男は６０歳の住職で再婚。

女は５０歳で、東京に住んでいた。式で、

初婚の新婦は強く希望して白無垢（しろ

むく）を着た。

　新婚生活が始まって間もないころだっ

た。富山の新聞に、結婚５０年の金婚式

を迎えた夫婦の名前を載せる欄があり、

新婦が珍しそうに見ていた。住職が声を

かけた。「金婚式をしようか？」

　会話は続く。「あなたは何歳になると

思うの？」「１１０歳」「私は１００歳よ」

「じゃあ、しよう」。ただそれだけのこと

だった。しかし、４５回の連載の中で、

１番好きな話だった。

　取材の後、ホタルイカ博物館に行った。

妙な記事を押し付けた会社へのあてつけ

である。ホタルイカ御膳（ごぜん）も食

べた。１９００円と高いが、出張旅費も

ある。刺身、沖漬け、ゆでたもの、天ぷ

らが出てきて、満腹。

　さて、今回の料理。パスタは、だしの

素を入れた湯でゆでる。僕はイオンで

売っている「天然だしパック」を重宝し

ている。ホタルイカは目を取る。少し大

きくなれば、腹の薄い骨も抜く。僕はズ

ボラだが、これは欠かさない。菜の花は

適当に切って、軽く塩ゆでする。フライ

パンでオリーブオイルを熱し、ニンニク
菜の花の緑が美しい

で香りをつける。ホタルイカ、菜の花、

パスタの順で入れていため、しょうゆを

たらす。

　ホタルイカを食べると、富山の夫婦を

思い出す。金婚式まで、あと何年になっ

たのだろう。　　　　　　　　（梶川伸）

豊中、池田の府議に維新の会の２人当選
　第１７回統一地方選挙前半戦は４月

１０日に投票が行われた。

　大阪府議選挙の豊中市選挙区（定数５）

には６人が立候補し、▽漆間譲司さん（大

阪維新の会）▽八重樫善幸さん（公明党）

▽栗原貴子さん（自民党）▽堀田文一さ

ん（共産党）▽中川隆弘さん（民主党）

が当選した。

　池田市選挙区（定数１）には２人が立

候補し、奥野康俊さん（大阪維新の会）

が当選した。

　選挙結果は次の通り（当落、票数、氏名、

年齢、政党と新人・現職の別、当選回数

の順＝いずれも開票日現在）。（梶川伸）

◇豊中市選挙区

当３７４０３漆間　譲司３６維新①

当２６７４８八重樫善幸４７公現②

当２１９４７栗原　貴子４８自新①

当１７１５３堀田　文一６３共現④

当１６８７８中川　隆弘５１民現③

　１３４７９中岡　裕晶４２民現

◇池田市選挙区

当１７８６０奥野　康俊４５維新①

　１７６８８井上　　章６０民現

「ラ・ソーラ　テラス」は 6時～ 22時（カフェは 6
時半～）

大阪空港に「くろつげる空間」オープン
　大阪空港中央棟３階北エリアに、屋外

テラス併設のカフェやオープンラウンジ

などを備えた「ラ・ソーラ　テラス」が

３月３０日、オープンした。

　これまでゆったり座ってパソコンを使

えるスペースがなかったことから、大阪

国際空港ターミナルビル会社が設置を決

めた。オープンラウンジには無料で使え

るワークデスクや無線ＬＡＮ、パソコン

用コンセントを備えた。カフェはモチク

リームジャパン（本社・神戸市）が出店

した。同社共生部は「飛行機の離発着を

見ながら、ゆったりと過ごせる空間にし

た。気軽に利用してほしい」。（進藤郁美）

昨年のお店やさんごっこの様子

昨年のゲーム大
会の様子

服部緑地でおやこまつり
　豊中池田おやこ劇場が主催する第３２

回おやこまつりが、４月１７日午前１０

時４５分から午後３時まで、服部緑地民

家集落南広場で行われる。小雨決行、大

雨の場合は４月２４日に延期。

　おやこ劇場は舞台演劇や音楽鑑賞会を

楽しむ会員制のサークルだが、おやこま

つりは５００円の参加券を購入すれば誰

でも参加可能だ。会員の中学・高校生が

中心となって企画、運営するのが特徴で、

小学高学年もその手伝いをする。午前中

は子どもたちが出すお店やさんごっこ、

午後は巨大パズルや、親子で楽しむゲー

ム大会などが予定されている。

　問い合わせは豊中池田おやこ劇場０６

－６８６４－８０１１。

　　　　　　　　　　　　　（礒野健一）

トマトのアイデア料理　ダイニングバートマト

岡町駅
◀豊中 曽根▶

ー国道１７６号ー

摂津水都
信用金庫

●

豊中
市役所

岡
町
商
店
街

原田神社

ダイニングバートマト
豊中市中桜塚2-31-14

「ダイニングバートマト」は国道 176号沿いにある

【ダイニングバートマト】豊中市中桜塚 2－ 31－ 14 ▽ 11 時半～ 14時、17時～ 23時▽月曜、第 3火曜
定休▽ 06－ 6841－ 4996

　豊中市中桜塚２の「ダイニングバー　

トマト」はトマトを使ったアイデア料理

を提案する創作トマト料理専門店だ。

　若いころから喫茶店や洋食店、居酒屋

など飲食業界で働いてきた櫻井義邦さん

が２００５年６月にオープンさせた。何

か特徴のあるメニューを作りたいと考え

ていた時、妻の五女惠（いなえ）さんが

カツオだしにトマトソースを加えたこと

が、トマト料理専門店への第１歩になっ

た。「どんな味になるのか、いたずら半分」

だったと五女惠さん。

　２人で完成させた「とまとそば」は、

どんぶりに入った温かい和そば。トマト

ベースの和風スープに、天カス、青ネギ、

プチトマトが乗っている。一緒に出るユ

ズコショウを加えて食べると、「違った

味が引き出され、味にバリエーションが

出る」。トマトと和風だしの意外な組み

合わせがうけ、大阪市や堺市からわざわ

ざ食べに来た人もいたほどだった。

　基本となる自家製トマトソースは、義

邦さんが工夫を重ねた自慢の味。トマト

の代表品種の桃太郎を食べごろになるま

で完熟させ、タマネギやセロリなど野

菜を加えて３日間じっくり煮込む。「メ

ニューは１６種類。こんな食べ方もある

のかと知ってほしい。トマトが苦手な人

も、店の味をきっかけに好きになっても

らえればうれしい」と義邦さん。

　制服にしている色違いのシャツにも意

味がある。「私は（トマトの）ヘタで、

妻が実でね。ははは」と笑った。

　トマトを使ったランチは「とまとそば

セット」（８５０円）、韓国麺（めん）を使っ

た「とまと麺セット」（９５０円）の２

種類。それぞれ小鉢２品、白飯、漬物、

フルーツが付いている。ディナーは、登

場したばかりのつけ麺のほか、鍋、ステー

キ、シチュー、デザートなどトマトづく

し料理が味わえる。　　　　（進藤郁美）
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　莉穂を生んでくれてありがとう。いつ

も、おいしいごはんをつくってくれてあ

りがとう。莉穂はうれしいよ。

いつも、しごとをがんばってるね。莉穂

も、べんきょうをがんばってるからね。

　莉穂はなかよし会のときも、おかあさ

んがしごとをがんばってるな～って思っ

て　莉穂は、なかよしのとこから「おか

あさんしごとがんばれ～。」ってこころ

の中で、いってるからね。

　おかあさん大すき。　りほより

　◇北豊島小学校　川路莉穂さん（池

田「つたえよう！いのちのつながり」第

１３回＝２０１０年＝作品から）

おかあさんへ

能楽「室町の仮面劇」鑑賞券
　大阪市の能楽会館で能楽「第５回

フィールノウ自主公演　室町の仮面劇」

が、４月２３日（土）午後２時から開か

れる。詳細は５面の記事参照。

　マチゴトは、この「室町の仮面劇」の

鑑賞券（前売５２５０円、当日６３００

円）をペア５組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（４／１４日

号）にお送り下さい。４月１９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。

　東日本大震災の被災地、岩手県釜石市

から池田市に避難してきた宮田吉太郎さ

んが、釜石市で捜索活動にあたった池田

市の消防職員と再会した。

　釜石市只越町の避難場所にいた宮田さ

んは３月１３日、大阪府の緊急消防援助

隊として派遣されていた冨岡健消防士長

に「池田市に住む娘にどうか私たちの無

事を伝えて欲しい」と依頼。松山高士消

防士が救助隊の拠点から娘の小笠原佳子

さんに両親の無事を伝えると、佳子さん

は泣いて喜んだという。

　現在、宮田さんは妻の啓子さんととも

に佳子さん宅に身を寄せている。「皆さ

んのおかげで池田に来ることができまし

た。再会できてうれしい」と話している。

　冨岡さんは「少しでも不安を和らげら

れて良かった」と言い、松山さんは「必

要最小限の生死と避難場所のみを伝え

た。元気な宮田さんに会えて、自分のこ

とのようにうれしい」と話していた。＝

情報提供・池田市　　　　　（進藤郁美）

震災避難者と消防援助隊

◆ＮＰＯ法人北摂こども文化協会「ハッ

クルベリー」３４号◆

　「みんな違ってみんないい」とは、童

謡詩人金子みすずの言葉ですが、それは

ここにも活きてきます。子育てをテーマ

にしたＮＰＯやＳＢ（ソーシャルビジネ

ス）、ＣＢ（コミュニティビジネス）でも、

それぞれ切り口やスキルが違います。ま

た、違うテーマの組織でも、協働するこ

とでより充実した事業ができることがあ

ります。例えば、子育て支援の組織と高

齢者支援の組織が協働して、世代間交流

事業が生まれます。核家族の中で育つ子

どもと、一人暮らしの高齢者が、共に交

流できる施設の運営は現代社会の必要事

業と思われます。このように異業種、異

文化、異組織が協働するメリットを活か

して、様々な社会のニーズに応えていけ

ると、人も、地域も、社会も豊かになり

ますね。（北摂こども文化協会は文化や

芸術を伝え、子どもが人の温もりを感じ

て成長する地域づくりをしている）

機関誌から①
　カメラを向いて

立ちあがってポー

ズ！　このかわい

いワンちゃんは、

豊中市末広町にお

住まいの紙谷博子

さんのお宅のハナ

ちゃん。女の子で

す。

　大きな瞳がとても愛らしいですね。ハ

ナちゃんはおてんばさんでいつも元気

いっぱい。家族のアイドルだそうです。

ハナちゃん

告知  

お問い合わせ先
株式会社毎日新聞ローカル
tel.06-6346-8255　fax.06-6346-8256
　 sales-toyonakaikeda@machigoto.jp
WEBサイト http://machigoto.jp

毎号10.8万世帯に
お届けできます。

      をして
みませんか？

　「足立衛＆アゼリアジャズオーケスト

ラ」のコンサートが、５月１４日に池田

市民文化会館アゼリア小ホールで開かれ

る（１面に足立衛さんのインタビュー）。

第１部ではベニー・グッドマン特集、第

２部でスタンダードジャズセレクション

を披露。１３時半開場、１４時開演。前

売り３５００円、当日４０００円。

　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（４／１４日

号）までお送り下さい。４月２７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。

アゼリアジャズ招待券

4月28日（木）発行

次回の は

マチゴトはお客さまの声を

お待ちしています！

ご意見、ご感想は、

メールまたはFAXにて

info-toyonakaikeda@machigoto.jp

FAX:06-6346-8256
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