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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。

マチゴト 豊中・池田公式twitterアカウント
m_toyonakaikeda
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〒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

洋一さんは「彼らは僕らが思いつきも

しないことを、やろうやろうと強引に

引っ張ってくれる。あのキラキラした

目を見たら、おっちゃんとしてもがん

ばらないとアカンやろ？」と話す。

　今まで素通りするだけだった学生が

「おはよう」とあいさつをするように

なり、それに街の人が笑顔で応える。

双方向の交流が始まっている。＝２

ページに関連記事　　　　（礒野健一）

い
らっしゃいませ！　石橋商店街

に子どもたちの元気な声が響

く。創業８０年を超す老舗「タローパ

ン」で行われたイベントの一コマだ。

　企画をしたのは大阪大学のサークル

「石橋×阪大」。商店街の空き店舗に「ク

　石橋の街を一つのキャンパスと見立

て、普通の授業では体験できないこと

を地域の人とともにやろうという計画

だ。これまでにキャンドル作りの体験

教室、専門家を呼んで骨の仕組みにつ

いて学ぶイベントなどが開かれ、石橋

南小学校では阪大の研究者による出前

授業が行われた。

　学生たちの取り組みを街の人も歓迎

している。「タローパン」の店主の堤

ルル石橋」というスペースを設け、地

域と学生、大学との新たな関係を作り

上げる活動をしている。

　代表を務める理学部３回生の鈴木竜

太さんは語る。「石橋の街を学生はもっ

と知り、活用してほしい。石橋の人た

ちにも街の魅力を再発見してもらいた

い」。その理念のもと進められている

のが「石橋キャンパスプロジェクト」

だ。

8月8日に行われた
「こどもパン～みん
なでパン屋さんを開
こう～」。子どもた
ちはパン作りから店
の宣伝、販売までを
体験した

keniso

Life

地域と学生の新しいつながり
　石橋キャンパスプロジェクト
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全
国中等学校野球大会（現高校

野球）の初開催地が豊中グラ

ウンドだったことにちなんだ「白球

もなか」は、皮に縫い目をあしらっ

たボール形。発案者の富貴屋の山下

順朗さんは「豊中銘菓に」と話す。

電話０６－６８６３－０５０４。

Gourmet

豊中市服部西町 2の富貴屋と、浜 1の京屋
が製造。ユズあんとアズキあんの 2種類。1
個 150円

iku_mi_iku

高校野球発祥地
「白球もなか」

８
月２５日の「ラーメン記念日」

を前に、２１、２２両日、阪

急池田駅前てるてる広場で「ラーメ

ン記念日フェスタ２０１０」が開催

される。

　日清食品が世界初のインスタント

ラーメン「チキンラーメン」を発

売したのが１９５８年８月２５日。

１９８８年に「ラーメン記念日」と

した。インスタントラーメン発祥の

地、池田市では２０００年から記念

イベントを開催、今年で９回目と

なる。昨年は約８６００人が訪れ

た。当日は、縁日やチキンラーメン

の無料試食会、キャラクター「ひよ

こちゃん」も登場する。電話０３－

３２０５－５２５２。

iku_mi_iku

Life

ラーメン記念日
フェスタ

昨
年スタートした社会人落語日本

一決定戦が大反響を呼び、落語

文化の拠点として定着しつつある池田

市に、入場無料の上方落語資料展示館

「落語みゅーじあむ」がある。

　昭和初期の古い家屋を改築したレト

ロな館内には、本物の高座や噺（はな

し）家の部屋、パネルコーナー、お土

産コーナーのほかに、上方落語のＤＶ

ＤやＣＤ、書籍などが豊富に揃ってい

る。

　また、４台の大型ディスプレイでは

昨年の社会人落語日本一決定戦や上方

落語の歴史について放映している。高

座に上がって羽織をはおり、記念撮影

ができるなど、気負うことなく落語の

世界に触れられるのが特徴だ。

　もともと池田市は、古典落語の「池

田の猪買い」「池田の牛ほめ」「鬼の面」

の舞台になっているように、落語文化

が広く浸透した土地だった。猪名川の

川岸には芝居小屋「呉服座」が建ち、

著名な噺家たちが集まって寄席を開い

ていたと伝えられている（呉服座は現

在、愛知県犬山市の明治村に移築され

ている）。庶民にとって寄席は大切な

娯楽場であり、交流場であり、文化継

承の場でもあった。

　平日は市内から、週末は市内だけで

なく大阪市など市外からの来場者が多

い。お気入りの噺家のＤＶＤ集を全巻

見るために、週に何度も通う常連客の

姿も目立つ。

　昼休みを利用して、ほぼ毎日通って

いるというハローワーク相談員の高木

一郎さん（５２）は、「１日１回、クスッ

と笑うことで気分転換ができ、日々の

ストレスが和らぐような気がする。仕

事にも良い影響が出ている」と話す。

落語の町、池田市にふさわしい憩いの

場が現代に復活したようだ。

　　　　　　　　　　　　（早川方子）

【落語みゅーじあむ】

池田市栄本町７－３▽１１～１９時▽

火曜、年末年始は休館▽電話０７２－

７５３－４４４０▽入場無料

「落語みゅーじあむ」の外観

sakozo

Culture

読んで聞いて見て　落語の世界

家族とともに石橋商店街を歩く久保田特任准教授
（左）。「石橋 ×阪大」の活動を温かく見守る一人だ

大
阪大学コミュニケーションデ

ザイン・センターの久保田テ

ツ特任准教授（４０）に、「石橋キャ

ンパスプロジェクト」について話を

聞いた。（１面に本文）

　　　　　　　　◇

　大学では問われない問題に答える

必要性が生じ、直接社会に通じる勉

強ができる点を評価したい。

　また、「石橋×阪大」に明確な意

義がないのもいい。各自で考えたバ

ラバラなことを実行し、一つの共同

体となっているのがユニーク。そし

てそれを許容し見守る大人たちがた

くさんいる石橋の街も素晴らしい。

すごく幸福な関係が成立している。

Life

地域と学生　幸福な関係
keniso
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赤
ちゃんが毎日泣き続けて、一向

に泣きやまない ――。

　豊中市すこやかプラザ・子育て支援

センター「ほっぺ」に電話があった。

地域支援保育士が相談者の元へ家庭訪

問し、お母さんから話を聞いていると、

問題の赤ちゃんはすぐにスヤスヤと寝

てしまったという。

　「相談相手が現れたことでお母さん

の緊張が緩み、それが赤ちゃんにも伝

わったのでしょう」と保育士は話す。

　赤ちゃんにとっては泣くことが“言

葉”。「お腹が空いた」「オムツが濡れ

た」と泣いて伝える。周囲は泣いてい

る理由を見つけて対処するのだが、理

由が見つかりにくいこともある。その

時に、早く泣き止ませようと焦ってし

まうと、赤ちゃんはそれを感じ取って

ますます激しく泣いてしまうのだ。

　そんな時には、まずお母さんがリ

ラックスすること。外に出て散歩をし

たり、家族の他の人に抱っこを代わっ

てもらったりして気分転換をしてみ

る。そして赤ちゃんに「ママはここに

いるよ」と声をかける。言葉の意味は

わからなくても、話しかけることは大

切だ。

　「ゆったりと関わって、赤ちゃんを

安心させましょう」  　 　（早川方子）

【ほっぺ】豊中市岡上の町２－１－

１５、保育士のほか看護師もいる。プ

レイルームの利用は、月～土、９時～

１７時１５分。育児に関する電話相談

は０６－６８５２－５５２６。

Children

sakozo

子育てワンポイントアドバイス

お
母さんと一緒に洗たく干し

　　　　　◇

お母さんと菜々華ちゃん、よく似て

いますね。右が菜々華ちゃんかな？

Family

　　　　　島本菜々華ちゃん
　　　　   （豊中文化幼稚園）

sakozo

わたしのママ

ワ
ンポイントアドバイスは子育

ての際の注意を、専門家に聞

いて掲載します。相談内容を、マチ

ゴトに送ってください。

　「わが家の宝もの」はお子さんの

写真、絵はお子さんが描いたパパや

ママ、つぶやきの文章はお子さんた

ちの可愛い言葉です。

　それぞれ住所（町名まで）、お子

さんとお母さん、お父さんの名前（幼

稚園や保育園からの投稿は園名）を

添えて、写真や絵の作品、つぶやき

の文章をお寄せください。　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）。（編集長・梶川伸）

shin7000

Family

子育ての悩みや
　写真、似顔絵を

ぬ
いぐるみと遊ぶ類くん。でも、

類くんはどれでしょう？　み

んな可愛くて、区別がつかないな。

Family

原田類くん
ママ　麻美さん
（豊中市南桜塚）

shin7000

わが家の宝もの

豊
中市武道館ひびきが毎週金曜

日、２階の柔道場を開放して

いる。４２０畳の広い部屋で走った

り転げまわったりできる。９～１７

時、大人３００円、幼児無料（３

時間以内）。電話０６－６８６４－

２２８８

Family

広々とした柔道場で元気に遊ぶ子どもたち

sakozo

４２０畳の部屋で
思い切り遊ぼう

給
食を食べながら、笑顔のまき

ちゃん

まき「おうちにあかちゃんおるねん

　おっぱいすってるねんでー」

保育士「かわいい？」

まき「うん　かわいい　まきも　

おっぱいだいすきやねんで！」

保育士「へぇー」

まき「でもな　ちょっと　すこし　

がまんしてるの」

保育士「どうして？」

まき「あかちゃんすってるから……

でもおっぱい　だいすきやねん！」

（豊中市・子どものつぶやき展より）

sakozo

Children

おっぱいだいすき
まき（３歳）

８
月で満１歳になる赤ちゃんと

お母さんが集まって誕生パー

ティーを開催。ダンスやお遊戯のほ

か、お母さん同士の交流会もある。

８月２７日、池田市保健福祉総合セ

ンター。連絡は、わたぼうし０７２

－７６１－６７７７。

Children

大きなケーキに赤ちゃんも大興奮

sakozo

１歳のお祝い
いちごパーティー
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９
月の敬老月間を前に、豊中市と

池田市の特徴的な高齢者施策を

報告する。

　豊中市高齢介護課によると、豊中市

の６５歳以上の人は２０１０年６月１

日現在で８４８３４人。総人口に占

める高齢化率は２１．５％で、全国平

均よりやや低い。介護サービスを受

けている人は、介護保険が始まった

２０００年には６５歳以上の人の１０

分の１程度だったが、最近は６分の１

まで上がっている。大東幹彦課長は「伸

びは落ち着いてきたが、微増状態」と

分析する。

　要介護認定を受けている人のうち、

要支援１、要支援２、要介護１の比較

的介護度の低い人が５７％と半分を超

える。大東課長は「まず認定を受けて

おく、という意識の高さを示している」

とみる。アンケートを取ると「いざと

いう時のために」という答えが多い。

　介護認定調査の際は、当事者の生活

状況をよく知っている家族などに同席

してもらうのが原則。また、認定調査

員は複写された認定表を渡し、お互い

の確認のためのデータとしている。

　さまざまな施策の中で力を入れてい

るのは、見守りと介護予防。見守り施

策の１つは、６５歳以上の独り暮らし

の人や、高齢者だけの世帯の在宅給食

サービス。食事代（約５５０円）は利

用者の負担だが、配送料を市が負担し、

給食を渡す際に安否を確認してもら

う。

　介護予防でユニークなのは「ぬくも

りサロンとよなか」。営業前の公衆浴

場を開放してもらい、健康体操やヨ

ガ、太極拳といった体を動かすプログ

ラムのほか、落語、マジック、ハー

モニカ演奏といったレクリエーショ

ン、悪質商法の撃退法などの講座を

開いている。参加者は催しの終了後

に、希望すると１００円で入浴できる

（通常は４１０円）。毎月５～７カ所の

浴場で開催し、参加者は豊中市シル

バー人材センター（０６－６８５６－

１７７７）に申し込む。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　（梶川伸）

「ぬくもりサロンとよなか」では、ヨガ教室も（豊中市大黒町 3、七福温泉で）

shin7000

Family

豊中市の高齢者施策

池
田市高齢介護課によると、池田

市の６５歳以上の人は２０１０

年６月３０日現在２２４４３人で、総

人口の２１．６％を占める。高齢化率

は豊中市とほとんど変わらない。７５

歳以上は１０１６８人で、総人口の９．

８％。

　池田市は２０１０年度から、６５歳

以上の独り暮らしの人を対象に、救急

医療情報キットを無料で配布してい

る。筒状の容器を使ったセットで、救

急医療情報の用紙がついていて、本人

が書き込んで入れておく。書き込む項

目は、本人の名前や生年月日、血液型

や連絡先といった基本情報のほか、既

往症、かかりつけ医など。ほかに、本

人が確認できる写真、健康保険証や薬

剤情報の写しなど入れる。救急時には、

救急隊員がキットを取り出し、その

情報を活かして医療機関に搬送する。

キットは冷蔵庫の中に保管し、冷蔵庫

の外にはキットについているシールを

張る。

　高齢介護課の中田雅夫課長は「配布

する対象は５０００人くらいになる

が、はっきりしない。今回の配布によっ

て、独居のお年寄りが特定でき、災害

時の対応にも役立てることができる」

と語る。

　池田市は高齢者向け健康体操「ふく

まるくんのうた～福咲く池田」を作っ

た。作詞作曲は市職員で、体操はリズ

ム体操クラブが担当、作業療法士と理

学療法士が監修して、ＤＶＤに収めて

使いやすくしている。ＮＰＯ法人「ハッ

ピークラブ」が市立伏尾台第１コミュ

ニティセンターで実施している街かど

デイハウス事業でも、この体操をして

いる。街かどデイハウス事業は趣味や

レクリエーションを通じ、健康チェッ

クと介護予防、閉じこもり予防を目的

としている。また旭丘３の敬老会館で、

高齢者が自主的に開いている趣味の活

動に、市が補助金を出している。この

ほか、６０歳以上の人に菜園を１年間、

無料で貸し出すサービスも実施してい

る。約２００区画で、２年待ちの人が

出る人気だ。　　　　　　　（梶川伸）

　音楽に合わせてふくまる体操（池田市立伏尾台第 1コミュニティセンターで）

shin7000

Family

池田市の高齢者施策
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８
月７日・８日に豊中市の豊島公

園を中心に行われた「豊中まつ

り」。今年は延べ１４万７千人（豊中

市役所文化芸術・国際室調べ）が来場

した。会場に来られた方、イベントに

参加した方に話を聞いた。

　　　　　　　　◇

　会場入口近くに、人工の雪で遊ぶ

コーナーがあり、子どもに大人気。豊

中市熊野町の池田さゆりさんは大翔君

と優希ちゃんとやってきた。「寝屋川

市から移ってきて去年初めて豊中まつ

りに来た。規模が大きくて楽しい。沖

縄のコーナーがいい」と話していた。

　豊中ローズ球場では、夏の甲子園に

出場しているチームが公開練習をし

た。子どもと一緒にそれを見ていたの

は、球場近くの桜塚高校で野球部のマ

ネジャーだった立川美沙さん。「マネ

ジャーをしていたころ球場がリニュー

アルして、新しい球場で何度か試合を

した。なつかしくなって見に来た」と

話す。

　豊中市曽根南町、和田義信さんは孫

の小学４年、龍太君と会場を歩きま

わった。「孫を連れてくるのが楽しい」

と義信さん。

　昨年までボランティアとして参加し

ていた横山知代さんは、今年は店長を

務める北桜塚の料理店「コンテンタ」

の屋台を出店。「店のＨＰやツイッター

で宣伝をした。ＲＴをしてくれるなど、

つながりを感じた」と話した。

　「まいど商店街」の豊中市農業経営

者協議会のブースでは格安で野菜を販

売。「この野菜はすべて豊中市内で採

れたもの。３年前から毎月第１・３

土曜に桜井谷で朝市をやっている」と

説明してくれた平林輝代さん。「豊中

まつりは一年に一度。楽しみにしてい

る」。

　「虹のステージ」では市内のダンス

スクール「Ｋ２」の子どもたちが華麗

なステージを披露。豊中市長興寺の小

学１年、黒瀬彪伍くんは「楽しく踊れ

た」と満足げな表情。この後は「かき

氷が食べたい」と言い、豊中まつりを

楽しんだ。　　　　　　　（礒野健一）

観客と一体となって盛り上がった沖縄音舞台

keniso

Culture

豊中まつり　来場者らの声

池
田の夏の夜を彩るがんがら火祭

りが８月２４日（火）に行われ

る。

　五月山中腹の愛宕神社でご神火をも

らった大松明は、午後７時半ごろ、南

斜面の「大一」文字に火を入れて山を

下り、「ガンガラ、ガンガラ」という

八丁鉦の音を響かせ、池田市の中心部

を練り歩く。一方、五月

山東方斜面では、星の宮

でご神火をもらった大松

明によって、同じく午後

７時半ごろに「大」文字

がともされる。

　また、同日午後４時半

からは「いけだ・いらっ

しゃいフェスティバル」

が市役所前路上などで開

催される。　（礒野健一）

Culture

夜空焦がす　がんがら火祭り　

池田市役所前で大松明を合わせる氏子たち（昨年）

keniso

昨年の花火大会の様子。写真は川西市側から撮影

今
年で６２回目を迎える夏の恒

例行事「猪名川花火大会」が、

８月２１日（土）午後７時２０分～

８時２０分にかけて、猪名川河川敷

で行われる。荒天の場合は２２日

（日）に延期。

　カウントダウン花火から始まる

１０のステージで、約６５００発の

花火が打ち上げられ、夜空を美しく

彩る。

　大会当日は阪神高速１１号池田線

の池田分岐～池田木部ランプの上下

線が午後７時頃～１０時頃にかけ通

行止め。川西小花出入口は午後６時

頃から閉鎖される。問い合わせは

池田市観光・ふれあい課０７２－

７５４－６２４４。　　（礒野健一）

Culture

猪名川花火大会　咲き誇る光の花
keniso
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で
かっ！　大きさに驚く。特大の

焼き立てピッツァを食べさせて

くれるのは、窯焼きナポリピッツァの

店「ピッツェリア　パンチャ　ピエー

ナ」の前川哲也さん（４７）だ。ナポ

リピッツァ協会公認のピッツァ職人。

生地の状態と、ナラの木のまきを燃や

す窯の温度を計算しながら厨房に立っ

ている。多い日は約１００枚。黙々と、

無駄のない動きで焼き上げていく。大

きさにこだわるのは「本物のナポリ

ピッツァを知ってほしいから」。

　３０歳までサラリーマン。「世の中

にこんなにおいしい食べ物があったの

か」。出張先で偶然食べた１枚のナポ

リピッツァが、それまでの安定した生

活を一変させた。その時の感激は今で

も忘れられない。「病気になったのは

そこからです」。人生を再スタートさ

せるかのように、ピッツァざんまいの

日々が始まった。

　３３歳の時には、ナポリでピッツァ

を食べ歩いた。おいしい味を見つける

と店主に頼み込み、そのまま居座って

２年を過ごした。食事と寝る場所を与

えてもらい、毎日夜中までピッツァを

作った。半年間は無給だったが、本場

のピッツァに触れていたかったという

当時を、「まるで野良犬が転がるよう

な状態だったが、楽しかった」と振り

返る。

　前川さんのピッツァは、直径約３０

センチ、中心が薄く縁が厚い伝統的な

ナポリピッツァだ。水、小麦粉、塩、イー

ストで作った生地を、４５０～５００

度の窯に入れて約９０秒、外はカリッ

と、中はもちもちの食感に焼き上げる。

店内は、イタリアから週３回空輸する

チーズと小麦粉が焼ける香りが漂って

いる。ピッツァは約３０種類。１枚

１４００円から。テイクアウトもでき

る。

　開店して２年半。おいしそうに食べ

る子どもの顔を見るのが何より嬉しい

と言う前川さん。「家族でにぎやかに、

お腹いっぱい食べてほしい」。「お腹

いっぱい」という店名にはそんな願い

が込められている。　　　（進藤郁美）

【ピッツェリア　パンチャ　ピエーナ】池田市栄本町 1－ 1▽ 11 時半～ 14時半（土日祝は 12
時～ 15時）、17時半～ 22時▽月曜休▽電話 072－ 754－ 5564

iku_mi_iku

Gourmet

一途に窯焼 パンチャ ピエーナ

旧
能勢街道は大坂（現大阪）から

能勢、池田を通り、京都・亀岡

に抜ける。江戸時代は木材や農産物を

運ぶ道だった。どのように様変わりし

ているのか、能勢街道を歩いてみた。

　大阪市北区中津で、能勢街道は中国

街道（西国街道）から分かれる。分岐

点に「元萩之橋」の石碑が設置されて

いると資料にある。大淀警察署で聞く。

警察官が資料写真の地名表示板の小さ

な文字を「中津１の１１」と解読、場

所を教えてもらった。署から５０メー

トルの場所だった。

　さあ出発。北へ１００メートルほど

行くと、ＪＲの高架橋の下をくぐる。

「橋梁名　能勢街道架道橋」とあり、

うれしくなる。「キロ程」の項目には

「５５５Ｋ５００Ｍ」と、数字が美し

く並び、またうれしくなる。ＪＲ西に

聞くと、この数字は東京駅からの距離

だという。

　十三大橋を渡る。昔は渡しがあり、

それを記した石碑が橋の北詰めにある

はずだ。上半身裸で自転車に乗ってい

た青年に資料写真を見せて聞いた。写

真には、きんつばで有名な「喜八洲」

の看板が小さく写っていた。青年は碑

と看板の角度を頼りに探してくれ、「こ

のあたりだけどなあ」。しかし、工事

用のシートが張られているだけ。見つ

からないはずだ。碑はシートの裏に隠

れていた。

　阪急十三駅の東、神津神社の境内に、

宝暦年間（１７５１～６４年）の十三

宿場の図のコピーが掲示してある。毛

利藩の地図師、有馬喜惣太が描いたと

いう。道標もあり、「西十三渡　東本

庄渡」などの文字。

　神社を東へ行くと、能勢街道の石碑

と地図があり、それをカメラに収めて

北上した。淀川区木川東４－３で阪急

能勢街道踏切を渡る。旧街道の名前が、

現代の交通機関に生きている。

　新幹線の高架をくぐり、今回は新三

国橋を渡り豊中市に入った。途中で６

人に道を尋ねた。みなさん親切に教え

てくれた。ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　（梶川伸）

「元萩之橋」の石碑を見て出発

shin7000

Culture

能勢街道をゆく①　中津〜三国
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Thank
You
ペットの写真を募集中

９月９日号で、ペットの特集を予定しています。
そのページに載せるペットの写真を募集しま

す。自慢のペットの写真を送ってください。住所、氏
名、ペットの名前、ペットの紹介を添え、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。応募多数の場合は選定させていただきます。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集長・梶川伸）

shin7000

豊中市柴原　田中曻さんと愛犬、玄

　「歩けば題材に当たる。ひらめきも得られる。そしてそれが文章になる。街

を歩け、歩け。歩いて五感を刺激せよ」。先輩記者の言葉です。「マチゴト」

創刊にあたり、編集長の最初の言葉も「街を歩いて欲しい」でした。

　初めて歩く街は「ほお～。こんなところに…」という発見の連続です。方

向感覚に欠けている私は自転車に乗ると迷子になる、行き先を間違えてバス

に乗る。こんなことがしょっちゅうです。先日は取材のサイクリングの途中、

住宅街で現在地が分からなくなりました。あたふたしていると、「どうした

ん？」と男子中学生。彼は「どん臭いな～」と言いながら道案内してくれました。

「あそこが豊中駅。もう大丈夫？」。短い言葉に温かさを感じました。

　「マチゴト」は地元の人に助けられてこそ、作ることができます。街を歩き、

たくさんの人と出会い、「ありがとう」を感じながら、出会いを記事にしたい

と思っています。よろしくお願いします。　　　　　　　　　　（進藤郁美）

編集室のつぶやき

Present

アンケートのお願い

マチゴトでは、より良いコンテンツ提供を目指して、皆様からのご意見や感
想をアンケートでお願いしています。アンケートは、こちら（http://enq-

maker.com/7FLnI2o）から回答をお願いいたします。なお、ツイッターで「マチゴ
ト」をフォローしている方が回答いただくと、抽選で1名に現金1万円のお食事代
をプレゼントします。当選者はぜひご家族、ご友人と一緒に豊中市、池田市で食事
をして、その感想をツイッターでつぶやいてください。当選者の発表は、ツイッター
のダイレクトメッセージ（メール）で行います。そのためアンケートでツイッター
のＩＤを入力いただく必要があります。
　応募の締め切りは２０１０年８月２５日（水）の２４時。

m_toyonakaikeda

Thank
You
破格の値段の自転車修理に感激

大きめのママチャリを買って４年になります。暑い夏の日に堺市内の中古自転
車専門店で８８００円で購入。かんかん照りの中、大和川を越え、天竺川沿

いに豊中まで持ち帰りました。
　半年ほど前、後ろの車輪が８の字型に蛇行。専門店で見てもらうと、後輪を替え
るのに１万円以上かかるとのこと。愛着のある自転車ともおさらばか、とあきらめ
かけていたところ１人でやっている修理屋さんがいるとのこと。持って行くと「直
るかどうか。後で寄ってみて」。夕方に店に行くと「スポークを替えてバランスを取っ
ておいたよ」。１５００円という値段以上の感激でした。スーパー「オアシス」の店
先にある修理屋さんです。ありがとう。　　　　　（豊中市上野東　太田正隆さん）

shin7000

Thank
You
マチゴト激励ありがとう

読者の方からたくさんの激励をいただきました。一部を紹介します。
「マチゴト豊中・池田のＶｏｌ．１をゲット！うふふ。うーれーしーいーなー」

「これからも地域にどっぷり密着したお得情報を載せてくださいね」「地図がアイコ
ンで埋まってしまうくらいに充実することを願っております」「豊中は生まれ育った
街で、発行楽しみにしています」「池田の情報発掘に期待」「池田の端の端のこの辺
りにまでポスティングに来て下さったスタッフさん、暑い中ご苦労さまでした」
「紙面に参加出来そうで今後が楽しみです」
　ツイッターで「マチゴト豊中・池田」をフォローしている数は１１００人を超え
ました。多くの声、ありがとうございます。　　　　　　　（マチゴト　進藤郁美）

iku_mi_iku

Thank
You
“善意の本”が並ぶ　まち角の図書館

池田市内には、２４時間開放している「まち角
の図書館」が１３カ所ある。図書館といって

も、屋外に置かれた無施錠の本棚。無人のため、本
の返却は借りる人の良心のみに委ねられる。無防備
な環境の中で、損傷もなくキチンと並べられた本は、
町の人たちの誠実さを表わしているようで、見かけ
るたびにこの町が好きになる。

（マチゴト　早川方子）

sakozo

池田市立池田病院前のバス停で
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