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池
田市は市のイメージキャラク

ター「ふくまる」ファミリーの

ファンクラブを作った。会長はいけだ

まちづくり協議会会長の松室利幸さん

という偉いさん。４月１日から会員を

集めたのに、もう７９人（４月２２日

現在）が入会した。

　「ふくまるくん」は市立五月山動物

園のウォンバットと、福を呼ぶ大黒天

の血をひき、２００８年に生まれた。

名前は市民が考えて決め、「何事も丸

く収まり、池田に福が訪れるように」

との願いが込められた。妻は「ふくま

るちゃん」で、ちょっとややこしい。

生まれた四つ子は成長が早く、今年小

学校に入学した。

　食いしん坊でラーメンが大好物。特

技はどこでもすぐに寝られること。「ふ

ふふ」と笑うのが癖だ。「しっぽを触

られるとこそばがり、背中に触られる

とプンプン怒るが、鼻をなでられると

機嫌が良くなる」とマネージャーを務

める観光・ふれあい課の今泉奏さんが、

そっと耳打ちしてくれた。

　２０１０年の「ゆるキャラまつりｉ

ｎ彦根」（滋賀県）ではモンキーダン

スやムーンウォークを披露して観客を

あっと言わせた。ダンスの幅を広げる

のと、メタボなお腹の解消のために

日々、今泉さんの特訓を受けている。

ふくまるくんは「難しいダンスにも汗

だくで挑戦してるよ。ふふふ」と笑う。

　「手や体の動きで、顔の表情まで違っ

て見える」と今泉さん。ファンクラブ

の年会費は５００円。会員はふくまる

ストラップやファミリーから手紙がも

らえる。観光・ふれあい課０７２－

７５４―６２４４。ふくまるくんの秘

蔵写真をウェブ（http://machigoto.

jp/）に掲載中。ふふふ。　（進藤郁美）

ファンクラブが出来
て大喜びのふくまる
くんとマネージャー
の今泉奏さん。「僕

時に出会うと運気
アップのチャンスだ
よ」

ふくまるにファンクラブ
　メタボ解消、ダンスに挑戦
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池田・倉田市長が５選「防災リーダーを養成」
　池田市長選挙は４月２４日に投開票が

行われ、無所属で現職市長の倉田薫さん

が、新人で共産党が推薦した無所属の柴

田外志明さんを破り、５選を果たした。

投票率は５１．６２％だった。

　同夜の当選報告会には大勢の支持者の

ほか、浅利敬一郎・豊中市長をはじめと

する近隣首長らが集まり、万歳で当選を

祝った。倉田さんは「市議選と市長選を

合わせ今回は１０回目。総

仕上げとして戦った」と選

挙を振り返った。

　５期目について倉田さん

は「国の形、自治体の役割

が大きく変わる。小さくて

も世界に誇れる池田にする

ために、これからが真剣勝

負」と決意を述べた。具体

的な施策は２つ目の敬老会

館の建設、地域防災リー

ダーの養成、小、中学校

の連携教育などを挙げた。
花束を受け、万歳で当選を喜ぶ倉田さん（左から 2人目）

防災リーダーは講習を受けた２００～

３００人を想定、将来は１０００人に増

やして地域の防災力を高めるという。

　選挙結果は次の通り（当落、票数、氏

名、年齢、所属と現職、新人の別、当選

回数の順＝いずれも開票日現在）。

当２９７６９倉田　　薫６２無所属現⑤

　１１７３５柴田外志明６１無所属新

　　　　　　　　　　　　　（梶川伸）

表彰を受ける女性商店主ら＝豊中市提供

タオルリレーで初期消火 女性３人に感謝状
　豊中市北消防署が、火災の早期発見と

初期消火などに協力した女性３人に感謝

状を贈った。火災が発生したのは４月９

日、豊中市本町１にある２階建ての建物。

出火場所近くで飲食店を営む岡田節子さ

ん（５６）、野瀬清美さん（５７）、松山

澄直さん（６３）が現場にあったタオル

を水でぬらし、リレー式にコンロに覆い

かぶせて鎮火した。現場は駅前の店舗が

入り組む商店街で延焼が拡大する恐れが

あったが、他の店舗や客などに被害はな

かった。岡田さんは「大事に至らず本当

に良かった」と、現場での様子を話して

いた。＝情報提供・豊中市（早川方子）

豊中・池田市議選開票結果
　豊中市議会議員選挙（定数３６）、池

田市議会議員選挙（定数２３）は４月

２４日に投開票が行われた。投票率は豊

中市３９．３０％、池田市５１．６３％

だった。

　当選者の政党別内訳は、豊中市議選は

▽公明党１０人▽無所属８人▽民主党６

人▽共産党６人▽自民党４人▽みんなの

党１人▽社民党１人で、池田市議選は▽

無所属９人▽自民党４人▽公明党４人▽

民主党３人▽共産党３人だった。

　選挙結果は次の通り（当落、票数、氏名、

年齢、所属と現職、新人の別、当選回数

の順。政党名は▽民＝民主党▽自＝自民

党▽公＝公明党▽共＝共産党▽社＝社民

党▽み＝みんなの党▽無＝無所属。いず

れも開票日現在）。（進藤郁美、早川方子）

◆豊中市（定数３６－立候補４５人）

当５５３４　花井慶太　　３７　み新①

当５４５７　松岡信道　　３０　無現②

当４７９２　喜多正顕　　６２　自現⑥

当４６７６　神原宏一郎　３２　無現②

当４２２１　中井源樹　　３７　自現②

当３４１６　児島政俊　　６２　公現③

当３３７１　渡辺稔　　　７１　自現⑥

当３１７３　北之坊晋次　３６　無現②

当３１４５　中島紳一　　５４　公現③

当３１１６　中野修　　　５１　民現④

当３０６５　白岩正三　　３５　民現②

当３０４３　上垣純一　　６２　自現⑤

当２９９４　片岡潤子　　６１　公現④

当２９２１　大野妙子　　４８　公現②

当２８７７　新居真　　　５０　共現④

当２７７１　出口文子　　６１　共現④

当２７５５　坂口福美　　５４　公新①

当２７４７　弘瀬源悟　　４９　公現②

当２７３３　平田明善　　５９　公現⑥

当２６９９　今村正　　　５２　公新①

当２６９６　酒井哲也　　４３　公新①

当２６７０　飯田武丸　　６０　公現④

当２６６３　福岡正輝　　６２　無現③

当２６５７　宮地和夫　　５５　民現②

当２５８４　中蔵功　　　６６　無現④

当２４９３　大町裕次　　５５　民現⑦

当２４９１　山本正美　　６２　共現⑤

当２４２３　木村真　　　４６　無現②

当２３６０　福本育馬　　６４　民現⑧

当２２８４　北川悟司　　６３　無元④

当２２６６　大田康治　　４３　民新①

当２２６２　熊野以素　　６６　無新①

当２１９８　山本一徳　　２６　共新①

当２１８６　松下三吾　　５６　共現⑤

当２０９９　斉宮澄江　　５４　共現②

当１９３７　酒井弘行　　５６　社新①

　１９０６　三藤雅道　　３５　無新

　１７６４　五十川和洋　５１　共現

　１７６１　橋本守正　　７２　無元

　１７５０　井上康　　　５０　無新

　１５２０　植田正裕　　４８　無新

　１４３７　小林清　　　６２　無新

　１３８６　岡本重伸　　７０　民現

　１３３１　坪内尚崇　　３４　無新

　　１７９　菊地啓介　　３４　無新

◆池田市（定数２３－立候補２８人）

当２６５１　内藤勝　　　６３　民現⑨

当２６１４　小林義典　　３８　自新①

当２３０６　馬坂哲平　　５８　公現③

当２１８２　中西昭夫　　７０　無現⑧

当２０９７　辻隆児　　　７０　民現⑦

当１９１１　木ノ平恵子　５７　公現④

当１８５２　渡辺千芳　　５７　無現④

当１７７１　前田敏　　　５８　民現③

当１７５０　木下克重　　５５　自現⑧

当１７２９　吉本光夫　　６０　公現⑤

当１６８３　細井馨　　　５４　自現③

当１５８３　秦寛房実　　３３　自現②

当１５６４　多田隆一　　４８　公現②

当１３９９　安黒善雄　　４９　無新①

当１３９０　川西二郎　　６５　無現③

当１３２６　難波進　　　６５　共現⑤

当１２７２　浜地慎一郎　３８　無新①

当１２２７　松本真　　　６４　無現⑤

当１１８４　山田正司　　６８　無現③

当１１０７　椴木猛　　　６７　無現⑤

当１０８２　山元建　　　４９　共現②

当１０４５　藤原美知子　６２　共現②

当１０２３　山口勝平　　５８　無新①

　１０１５　白石啓子　　６５　共現

　　９７６　垣田千恵子　６７　共現

　　９６７　石田隆史　　４７　無新

　　８６１　新井芳江　　５９　無現

　　１７９　谷本真喜子　６０　無新

掘りたてタケノコを老人ホームにプレゼント
　千里地域の竹を守り育てる活動を行っ

ている市民グループ「千里竹の会」と豊

中市は４月１４日、竹林管理のために

掘ったばかりのタケノコ約１９７キロを

豊中市箕面市養護老人ホーム「永寿園」

の高齢者にプレゼントした。千里のタケ

ノコを味わってもらおうと毎年この時期

に贈られているもので、まだ土がついた

ままのタケノコを受け取った入所者の峯

松富久子さん（９０）は「いつもおいし

くいただいていますよ」と喜んでいた。

タケノコはタケノコご飯や若竹煮などに

調理され、入所者が春の味覚を味わった。

　　　＝情報提供・豊中市（早川方子）
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池田市内でマチゴトの配布を行うスタッ
フを大募集。お散歩しながら、指定エリ
アのポストにマチゴトを配布する簡単な
お仕事です。折込広告が入る場合もあり
ます。配布部数毎に応じて報酬をお支払
いします。家事の合間に、運動不足解消
にいかがですか？お問い合わせは、毎日
新聞販売店（池田南店：072-751-0521
または石橋店：072-761-8137）まで。

マチゴト配布スタッフ募集

金・プラチナ・ダイヤ・高価買取り。
ジュエリーの修理 !!　蛍池駅西側すぐ。
お気軽にどうぞ。電話 06-6855-6903

貴金属買い取り　“じぱんぐ”

「わかって安心！これからのお葬式」
14:30 ～　千里朝日阪急ビル
ハートフルセレモニー　06-6855-4200

お葬式セミナー開催!!　5/19(木）

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

田舎野菜と二十穀米をつかったヘルシー
な癒しカフェ。人気の手作りケーキはお
持ち帰り可。電話 06-6848-4000

蛍池駅前　ジョイズカフェ

ソフト過ぎず強過ぎずのオイルマサッ
サージでコリをほぐします。お試しバリ
ニーズ 45 分 3500 円 090-7090-6788

服部駅 バリ式エステLAMABARI

みま せ ん か？ メ ッ セ ー ジ オ フ ィ ス
Fuwari はあなたが伝えたい気持ちを小
さな本にします。電話 080-2419-8181

目に見えない想いをカタチにして

あなたも字幕なしで韓国ドラマが見ら
れます。個人 2500 円／回、グループ
2000 円／回　電話 090-3713-0362

キム韓国語教室　受講者募集

自分で考えて作ったロボットが、思い通
りに動く！　そんな感動を積み重ねて、
お子様の創造力や探究心を伸ばします。
お子様の成長にじっくりと向き合い、ロ
ボットや実験に隠された、理科の原理を
一緒にひも解きながら、学ぶ楽しさと意
欲を養います。土日体験教室開催中。要
予約。詳細はHP（www.roborise.com）で。
ロボライズ 050-1554-4571

楽しく学ぶロボット科学実験教室

55 歳以上の方。5 月 11 日～毎週水曜日、
全 6 回で 1 万円。10 ～ 12 時。蛍池駅
スグ。「音楽サロン くつろぎ」で検索

初心者のためのピアノ講座

親子でスキンシップをはかりながらスト
レッチ。産後ママ、妊婦さん向けレッス
ンも。frauyoga2011@gmail.com

豊中駅　産後ヨガ、おやこヨガ

全身トリートメント 60 分 5800 円 : 託
児有 800 円 HP は Mrs.lavender で検索 
蛍池駅スグ。info@mrs-lavender.com

アロマ＆ハーブ教室

毎週木曜 10～ 15時（弁当持ち込み可）。1回親子
1組 200円。マチゴトウェブに一覧表

子育てサークル⑦　ロケットキッズ
　池田市の北豊島プラザ（旧北豊島公民

館）を拠点とする子育てサークル「ロケッ

トキッズ」には、３人のボランティア保

育士がいる。３０年以上の経験がある有

谷まり子さんらベテラン２人と、２０代

の中村阿紗子さんだ。ベテラン２人はお

母さんたちの育児相談を、若手は子ど

もたちの遊戯などを指導するので、「育

児生活のよい気分転換になる」とお母さ

んに好評だ。ほぼ毎週通っているという

小倉洋子さんは「先生方が優しく親しみ

やすい。人柄にひかれて通っているお母

さんがほとんど」と話す。問い合わせは

０７２－７６２－６１２３。（早川方子）

子育てワンポイントアドバイス
　◆泥だんごのすすめ

　子どもが成長するにつれ、親の言うこ

とを聞かなくなるのは自然のことだが、

「叱ったら口ごたえをする」「失敗したら

言い訳をする」わが子を見ていると、成

長しているのは口先だけではないかと不

安になってくる。イライラも募る。そん

な悩みをもつお母さんに、ベテラン保育

士の木田弘子さんは、「理屈ではない、

感覚を鍛える教育を」とアドバイスして

いる。それに最も適しているのが泥だん

ご作りだという。

　幼いころに泥だんごを作ったことがあ

るだろうか。固めの泥で中核を作り、硬

度に注意しながら乾いた砂をまぶして、

きれいな球体を作っていく遊びだ。

　「水が少なすぎても多すぎてもダメ。

土も粘土質なものから乾いた砂まで、さ

まざまな種類を使いこなさなくてはいけ

ません」

　子どもの泥遊びとあなどるなかれ。な

めらかで美しい球体を作るには熟練した

技と忍耐が必要なのだ。

　「親の指示なしに、子どもが自分の手

の平の感覚だけを頼りに土と水の最適な

割合を探り当てるのが大切です」

　泥だんご作りは大人も夢中になるよう

で、インターネット上には様々な関連サ

イトもある。これからの季節、親子で泥

遊びをしながら感覚を鍛えるのもいいか

もしれない。　　　　　　　（早川方子）

【木田弘子さん】池田市在住。子育てサー

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中。

練習が始まる時と終わる時には全員で元気に挨拶す
るのがチアクラブのルール

みんなに元気を　神童幼稚園チアクラブ
　豊中市千里園２の神童幼稚園に、年長

組女児１１人によるチアクラブがある。

幼稚園の課外活動として週に１度、大阪

市のチアリーダーズクラブ「ＪＵＭＰＳ

（ジャンプス）」から講師を招き、チアダ

ンスの基礎を習っている。神童幼稚園で

は４年前から体力づくりの一環としてチ

アを取り入れており、保護者からも「運

動になるだけでなく、チームプレーの大

切さを学べる」と評判を呼んでいる。

　練習は約１時間。大きな声と笑顔を維

持したままジャンプしたり足踏みしたり

と、内容はなかなかハードだが、園児は

楽しくて仕方ないという様子だ。講師の

藤島友子さんは「週に１度の練習でもみ

んな振り付けを完ぺきに覚えているんで

すよ」と喜ぶ。娘の恵ちゃんが参加して

いる西村花凛さんは「家でも音楽を口ず

さみながら練習している」とニッコリ。

　チアは人を応援することを目的とした

スポーツ。園児たちは「いつか地震の（被

害に遭った）人たちに見てもらいたい」

と夢見ている。　　　　　　（早川方子）

「おうまさんしてー」作：三浦太郎　（こぐま社）

子どもと楽しみたい絵本　よちよち編②
　【おうまさんしてー】

　子どもって、目線が高くなることをと

ても喜びます。何度も「おうまさんし

てー」とねだられました。長男は食が細

く、２歳の時点で１歳３カ月違いの妹に

体重が抜かれていました。自然と長男の

お馬さんは私、妹は夫の役目に。軽い長

男は８歳になってもお馬さんに乗れるの

に、妹は５歳でギブアップ。この時には

長男のメタボに手を焼くとは…。この作

品は次々と出てくる動物がお馬さんに

なってくれます。最後に登場するお馬さ

んならメタボの長男も大丈夫！ページを

開いてびっくり！（絵本を楽しむ会・Ｍ）

四つ子に扮した 6年生の 4人＝池田小学校で

入学式に参加し
たふくまるファ
ミリー

ふくまるの四つ子が小学校に入学
　池田市のキャラクター、ふくまるくん

の四つ子が市立池田小学校（大和町）へ

入学した。式には父親のふくまるくん、

母親のふくまるちゃんとともに、６年生

の児童が四つ子に扮して登場した。

　四つ子の長男「ふー」に扮した能勢叶

夢君は「ジャンケンでこの役を勝ち取っ

た」、長女「くー」の田上貴彩さんは「見

学者が多く、緊張したけど、またこの役

をやりたい」、二男「まー」の山本海鵬

君は「新入生と一緒に記念撮影したのが

面白かった」、二女「るー」の広末あか

りさんは「かぶり物は手作り感たっぷり。

頭がぐらぐらしたけど楽しかった」と笑

顔。鎌田富夫校長は「このような遊び心

が、元気のある街づくりにつながって

いって欲しい」と話している。（進藤郁美）

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
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

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。

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。掲載スペース
によって掲載料が異なります。
カテゴリは、下記8種類。
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幸田さん（左）と仲道さん

アフリカの植樹支援　池田でリサイタル
　アフリカの砂漠で木を植えている日本

青年を支援する会（池田市、坪井壽美子

代表）は５月２２日午後２時から、池田

市民文化会館アゼリアホールで、幸田浩

子＆仲道郁代デュオ・リサイタルを開く。

支援する会はコンサートの入場料の中か

ら約１００万円を、ＮＧＯ「緑のサヘル」

（本部・東京）へ寄付する。

　緑のサヘルはチャドとブルキナファ

ソを拠点に、砂漠化防止のための植樹

や、食糧不足に苦しむ住民のための活動

をしている。支援する会は、その活動を

支援するために１９９２年に発足した。

２００３年から毎年コンサートを開き、

入場料を緑のサヘルへ贈っている。

　今回出演する幸田さんは豊中高校出身

のソプラノ歌手、仲道さんはピアニスト

で大阪音楽大学の特任教授。演奏はリス

トの「愛の夢３番」、ショパンの「バラー

ド第１番」など。当日券４０００円、前

売りは３５００円で、池田市民文化会館

などで販売。連絡は支援する会（０７２

－７６１－０５０８）。　　　　（梶川伸）

一般公募された思い出の写真がパネル化されて並ぶ
展示スペース

「わが家と阪急文化」展　池田文庫
　池田市栄本町の池田文庫で、特別展示

「わが家と阪急文化－ちょっと高級な、

ちょっと庶民的な－」が開催中だ。６月

５日まで。

　鉄道開業から沿線の住宅開発、宝塚歌

劇やファミリーランド、西宮球場といっ

たレジャー施設の営業などが、地域住民

とどう関わり、どう位置づけられていた

かを、一般公募した写真５２点と、文庫

が保管する当時のポスターや写真などを

パネル化し紹介している。パネルは日本

初の割賦式分譲住宅地として開発された

池田市室町に、９０年近く住む別所正史

さんをモデルにした人物の足跡をたどる

ような作りとなっている。

　また、１９３５年当時の阪急百貨店や

沿線の観光地などを収めた記録映像も、

落語家・桂九雀さんのナレーション入り

で再編集され上映されている。

　午前１０時～午後５時（入館は午後

４時半）、月曜休館。観覧料２００円。

問い合わせは阪急文化財団・池田文庫

０７２－７５１－３１８５。（礒野健一）

池田銘菓　食べに「いらっしゃーい」
　池田市内の６軒の和菓子店が自慢の味

を詰め合わせた池田銘菓「いらっしゃー

い」の販売が好調だ。

　福助堂（建石町）のまんじゅう「池田

城」、満寿美堂（菅原町）のもなか「池

田城」、香月（室町）の甘納豆パイ生地

包み「ビッグハープ」、香葉園（呉服町）

の梅焼き菓子「五月山」、松家本舗（石

橋１）のもなか「がんがら囃（ばや）し」、

三松（石橋１）のまんじゅう「石澄の滝」

がセットになっている。

　倉田薫池田市長の提案に賛同した和菓

子組合池田支部に所属する６軒が「い

らっしゃーい」を企画、１０年ほど前に

池田銘菓として売り出した。当時、他店

の商品を詰め合わせるアイデアは画期的

で、商品を見た近隣の市から問い合わせ

もあったそうだ。

　ネーミングは池田市在住の落語家・桂

三枝さんのギャグからとった。パッケー

ジには三枝さんの自筆をデザインした。

香月の山脇裕彦さんは「それぞれの味を

食べてもらい、池田を知ってもらえれ

ばうれしい」と話している。６個入り

１０００円。問い合わせは香月０７２－

７５１－３６７５。　　　　（進藤郁美）

池田城跡公園事務所（城山町）で販売している

いい香り　親子ハーブ教室
　阪急蛍池駅裏の「とよなかインキュ

ベーションセンター」で４月２３日、親

子クッキング教室「ハーブソルトとスパ

イスシュガー作り」が開かれた。参加者

は講師の北河桂子さんからハーブの効用

について学び、バジル、セージなど数々

のハーブの香りを確かめながら好みのも

のを選んで、塩や砂糖と混ぜていった。

ローズマリーが気に入った岡本美咲ちゃ

ん（４）は何度も香りを確かめて笑顔。

田代美幸ちゃん（７）らとともに、出来

上がったハーブソルトとスパイスシュ

ガーをお母さんにプレゼントした。問い

合わせは info@mrs-lavender.com へ。

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。

５月の催しピックアップ
1（日）
2011五月山春のフェスティバル／池田市・五月山公園
10 時～ 16時半。1976 年から開催している春の一大イベント。子どもから大人まで楽しめるコーナー

が公園周辺に所狭しと立ち並ぶ。当日は東日本大震災の募金活動も。実行委員会（いけだ市民文化

振興財団内）072-750-3333。

3（火・祝）
クリスポ探検隊／豊中市・クリーンスポーツランド
10 時～ 18 時。スポーツランド内に隠された文字を探す。5月 8日（日）までは小中学生の入館料が

半額（通常の入館料は一般 1200 円、小中学生 600 円。ただし、小学生は保護者同伴）。申し込みは

当日会場で。クリーンスポーツランド 06-6843-1360。

アート＆クラフト（4日まで）／豊中市・日本民家集落博物館
10 時～ 12 時、13 時～ 15 時。飛騨白川の民家で竹細工作り（3日）と折り紙で作る万華鏡（4日）。

材料費は無料（要入館料＝一般 500 円、高校生 300 円、小中学生 200 円、幼児無料）。日本民家集落

博物館 06-6862-3137。

5（木・祝）
五月山＆水月児童文化フェスタ　わくわくスタンプラリー／池田市・五月山児童文化センターと水月児童
文化センター
10 時～ 16 時。シャボン玉カーニバル、紙飛行機やこいのぼりの工作、紙芝居、折り紙、ぬり絵、ジャ

グリングショー、プラネタリウムなど。それぞれのイベントに参加してスタンプを集めると素敵な

景品も。参加は無料。五月山児童文化センター 072-752-6301、水月児童文化センター 072-761-9233

8（日）
おたなｄｅ端午　落語で遊ぼ！／池田市・サカエマチ商店街、本町通
本町界隈の７店舗が、この日限りのおもろい商品、おもろい話を提供する「本町界隈福巡り」。訪ね

た人には店ごとに違うデザインの招福千社札をプレゼント。本町通のこいし歯科では手水寄席も開

催。12 時と 15 時から開催。入場無料。いけだサンシー 072-751-5591。

1 5（日）
とよなか雅楽倶楽部・古民家コンサート／日本民家集落博物館内「日向椎葉の民家」
13 時半～ 14 時半。豊中市内で活動する雅楽愛好会が開く演奏会。管弦「越殿楽」「もののけ姫」や

舞楽「延喜楽」などを演じる。公演は無料だが日本民家集落博物館の入館料（大人 500 円、高校生

300 円、小・中学生 200 円）が必要。とよなか雅楽倶楽部 06-6853-1118。

2 1（土）
オリジナルＴシャツ制作ワークショップ／豊中市・まちかどプリント工房アトリエ・ピース
10 時～ 12 時、13 時半～ 15 時半。手描きの絵や好きな写真を使って世界で 1枚のＴシャツを作る。

6月 18 日（土）、7月 23 日（土）も開催。参加費 2700 円（Ｔシャツ代込）。申し込みが必要。まち

かどプリント工房アトリエ・ピース 06-6862-2270。

映画「アンダンテ　稲の旋律」上映会／池田市民文化会館小ホール
14 時、16 時半、18 時半の３回上映。6月 4日（土）14 時から豊中アクア文化ホールでも開催。千葉

県の農村を舞台にした、食と農と大地、人間賛歌の物語。新妻聖子、筧利夫出演。前売り 1000 円、

当日 1500 円。「アンダンテ　稲の旋律」上映実行委員会 072-763-1515。

2 2（日）
体験レッスン＆学校説明「This is 大阪音楽大学」／大阪市北区梅田1-1-3-200　大阪駅前第3ビル
2F、カワイ梅田センター
音楽に興味のある中学生･高校生を対象とした体験レッスンや学校説明、進学相談など。体験レッ

スンは11時～18時（5月14日までに事前申込）。学校説明は14時から。個別進学相談は12時～14時、

15 時半～ 17 時に随時受付。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 06-6334-2507。

第12回わんぱく相撲池田場所／池田市・五月山体育館
8時 15分～受け付け。9時開会式。池田市、豊能町、能勢町在住の5歳～小学6年生の男女が対象。チー

ム対抗戦と個人戦（学年別トーナメント）を行う。4～6年の男女優勝者、準優勝者は大阪府決勝大会（6

月 19 日、堺市）の参加が可能。5月 14 日までに申し込みが必要。池田青年会議所 072-751-8175。

綾羽こども館　杮おとし公演／池田市・綾羽こども館

人形劇のねこじゃらし、へのへのもへじ文庫が公演。先着 25 人。予約が必要（5月 2日から申し込

み受け付け）。入場料 2歳以上 100 円。人形劇のねこじゃらし・吉田さん 090-7343-9367。

IKE CHARI 防災に興味を持ってもらう講演会／池田駅前てるてる広場
13 時～ 17 時。東日本大震災を教訓に、市民が学ぶべきことを提供する講演会を開催。防災に関する

ワークショップなども開く。IKEDA collection 実行委員会・福田さん 080-6109-3381。

2 3（月）
保育つきライブラリー／とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ（エトレ豊中５Ｆ）
10 時～ 12 時。すてっぷ情報ライブラリー（図書館）を利用する間、子どもを一時保育で預け、ライ

ブラリーにある本や雑誌、ＤＶＤを自由に楽しめる。対象は１歳～就学前の子ども。一時保育料は 1

人につき 525 円（お茶つき）。申し込みは電話、ファクス、すてっぷ情報ライブラリーのカウンターで。

要予約（5月 7日 10 時から受付開始）。すてっぷ情報ライブラリー 06-6844-9735。

2 6（木）
アトリエ・ロビン クレイクラフト教室展（31日まで）／豊中市向丘２・ギャラリー遊
10 時～ 17 時 ( 最終日 16 時 )。クレイクラフト（樹脂粘土、石粉粘土）の教室に通う生徒の作品展。

今年のテーマは蘭。会場ではクレイクラフトの体験もできる。入場無料。アトリエ・ロビン植田さ

ん 06-6857-1862。

2 8（土）
空楽フェスタ2011 in 大阪国際空港／屋上展望デッキ「ラ・ソーラ」南ターミナルイベント広場
11 時～ 16 時。毎年 5月に開催している子ども向けイベントで今年で 7回目。さくらんぼ種飛ばし大

会（一般・レディース・子どもの３部門それぞれの入賞者に豪華賞品を用意。前回の最高記録は12メー

トル 97 センチ。当日会場で受け付け）などのイベントや東北物産展、屋台の出店。入場無料。詳細

は http://osaka-airport.co.jp/。大阪国際空港ターミナル（株）事業部 06-6856-6626（平日 9 時

～ 17 時半）。

第12回いけだ薪能／池田城跡公園特設舞台
16 時半開場、17 時開演。雨天時は池田市民文化会館アゼリアホールへ会場を移し、17 時半開場、18

時開演に変更。番組は能楽「花月」、「船弁慶」、狂言「因幡堂」など。入場料前売り一般 3000 円、

学生 1000 円、小中学生 500 円（一般・学生は当日＋ 500 円）。前売り券を買うと、5月 28 日まで逸

翁美術館、小林一三記念館、池田文庫に優待価格で入場可。池田市民文化会館 072-761-8811。７面

にプレゼント情報。

2 9（日）
里親地域相談会／豊中市立ルシオーレホール
10 時～ 11 時半。制度や登録方法、実際の里親家庭の様子など疑問に応える個別相談会。予約不要。

大阪府池田子ども家庭センター 072-751-2858。
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ＦＭ千里の声②　青木和雄さん
◆「青ちゃんのサタデーパーク」担当（土

曜日１０時～１３時）

　毎日放送に入社し、看板アナウンサー

として活躍していたころも含めて、４０

年以上も豊中市・千里に住んでいる。

　ＦＭ千里には開局から関わり、コミュ

ニティー放送について「今回の震災のよ

うな災害時こそ、重要な役割を果たす」

と語る。「どこに行けば水や生活必需品

が手に入るのかといった、地域に密着し

た情報を流すのはマスコミには出来ない

こと。彼らは鳥の視点で俯かん的に報道

するのが役割。アリの視点で情報を仕入

れ、流していくのがコミュニティー放送」

　１０年前にハワイアンバンドを結成

し、ウクレレ＆ボーカルを務めるほか、

５年前からはジャズボーカル活動もして

いる。「周りはみんなプロのミュージシャ

ンで、すごく気持ち良く歌わせてもらっ

ている」と笑った。

　今年から空手にも挑戦。「男は仕事以

外で違う分野に踏み出しにくい。でも、

新しいことしないと老けちゃうから」（礒

野健一）＝ＦＭ千里木曜午前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

「何にでも興味を持ち、誰とでもフランクに話せる
のは、アナウンサーの資質」と話す青木さん

若手育て３０年　アゼリア推薦新人演奏会
　今年で３０回目を迎えるアゼリア推薦

新人演奏会が、５月２１日に池田市民文

化会館で開かれる。

　この演奏会は若手音楽家にステ－ジ演

奏の場を提供することを主眼に行われ、

ここから巣立ち、第一線で活躍する音楽

家も多い。３月に声楽、器楽、ピアノの

３部門でオーディションがあり、合格

した８人の新人がその腕前を披露する。

通常は優秀賞１人に賞金

３０万円が贈られるが、今

年は３０回記念として最優

秀賞を設置し賞金５０万円

を贈る。優秀賞も２人選出

し３０万円を贈る。

　２００６年の演奏会に

合格し、今回ゲスト出演

するピアニスト・金田仁美

さんは「オーディションか

ら帰って昼寝をしている時

に、電話で『ソリストに選

ばれました』と連絡をいた
昨年の演奏会の様子（池田市民文化会館提供）

だき、母と飛び上がって喜んだ日を今で

も鮮明に思い出します。再び思い出の舞

台で演奏の機会をいただき、とても感謝

しています」と、当時の思い出を語った。

　演奏会は午後３時開演。前売り７００

円、当日１０００円。問い合わせは

池田市民文化会館０７２－７６１－

８８１１。７面にプレゼント情報。

　　　　　　　　　　　　　（礒野健一）

クワガタ探検隊　西義史さん

完結作の絵本「スジクワくんの大勝負」。学校など
に寄贈しているが、「欲しい人は連絡して」

カブトムシふれあい広場の前で、オオクワガタを手にする西義史さん（左）と、妻の美和さん。5月 20日に
広場や茶臼山古墳などを巡るスタンプラリーを開催。詳しくはNPO法人クワガタ探検隊 072-753-8327

　「子どもたちに地元密着型の理科を教

えたい」。池田市で長年、小学校教員を

勤め、２０１０年に退職した後も理科支

援員として活躍する西義史さんは、そう

力を込める。

　「理科が得意な子でも、足下の草花の

名前は知らないし、校庭の木の名前も桜

ぐらいしかわからない」。それではもっ

たいないと、昨年支援員として赴任した

池田市立呉服小学校では、校庭にある

４８種類の木に、能勢杉の間伐材を使っ

てクイズ形式の名札を付けた。「表のヒ

ントを見て考え、裏返して答え合わせを

すれば覚えやすい」。別の日には児童と

猪名川へ出かけ、どんな石があるかを調

べた。「きれいに４種類に分かれる」。理

科の話は１度始まると止まらない。

　そんな西さんが１９９３年、クワガタ

探検隊を結成した。２００９年にＮＰＯ

に認証され、「日本古来の自然観は、共生、

畏敬、感謝の３つ。そうした昔からの価

値観を伝えたい」と話す。活動の中心は、

五月山児童文化センターの裏手に作った

「カブトムシふれあい広場」だ。そこで

卵から成虫までを管理し、その過程を伝

えている。「最近は危険だといって山遊

びも難しいが、五月山には谷もなくマム

シも出ずヤブ蚊も少ない採取ポイントが

ある。採られる虫たちも命がけだし、ど

こというのは教えられないが、ヒントは

いつでも教えるので知恵を絞ってみて」

　自然と虫に興味を持つ男の子だけでな

く、女の子や母親にも興味を持ってもら

おうと、大阪に生息するクワガタムシを

主人公にした絵本も制作した。５月に出

る９冊目で完結する。絵本には自然環境

だけでなく、大広寺（池田市綾羽２）の

白竜など、地元の伝説も盛り込んでいる。

「親から子だけでなく、祖父母が孫に自

分の虫取り体験などを加えて読み聞かせ

てくれれば」。　　　　　　（礒野健一）
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能勢街道をゆく⑬刀根山～蛍池

刀根山御坊の霊園で、愛犬の墓に参る村上さん

　今回は豊中市・刀根山公園が出発点で、

まず麻田藩陣屋門跡を訪ねた。陣屋は外

様大名、青木氏の居宅で、門は蛍池駅の

近くにあったが、明治になってこの地に

移されたと、説明板に書いてあった。

　さらに北へ行くと、刀根山御坊（常楽

寺）に行き着く。前回紹介した道しるべ

が示していた寺だ。本願寺三世、覚如

法主（ほっす）の長男、存覚が貞治２

（１３６３）年、豊島之庄（現在の石橋）

に創設した。今の場所は織田信長が築い

た刀根山城の跡になる。

　境内の一角は動物霊園になっていて、

豊中市庄内幸町の村上みつるさんが手を

合わせていた。村上さんが１３年飼って

いた雄犬「クール」は、２０１０年７月

に息を引き取り、この霊園に葬られた。

クールが夢で出てきたので、足を運んだ

という。

　クールは１万匹に１匹という胃と食道

の病気で、ご飯は立って食べなければな

らなかった。このため、村上さんは仕事

の合い間に自宅に帰り、食事の世話をし

た。水が大好きだったが、それも病気の

せいだった。「久し振りにお墓に来ると、

お供えの水が濁っていた。新しい水がほ

しくて、夢で私を呼んだのでしょう」と、

村上さんは夢に出てきた理由を解釈して

いた。

　寺の少し北西に刀根山北会館がある。

その北側で、中国道の手前に地蔵堂が設

けられ、石仏群が取り囲んでいる。資料

によると、中国道の建設に伴い、付近の

石仏を集めてまつったという。

　中国道を渡る。大阪大学の西側を通る

と、そこは住宅街になっていて、清風か

つら通りと名づけられた道をゆく。国道

１７６号を越え、圓照寺のあたりから道

はまた、住宅街に入っていく。

　阪急の線路を西に渡る手前に、旧石橋

村の高札場跡の説明板が設置してある。

高札場とは、幕府や奉行所が法令などを

張り出した場所だ。元禄３（１６９０）

年の資料によると、当時このあたりには

２９戸が住んでいただけだが、京都と山

陽地区を結ぶ西国道と能勢街道の交差す

る場所だったので、高札場が設けられた

のだろう。説明板の設置者として、池田

市教育委員会の文字があった。街道は池

田市に入り、「ショッピング・ストリー

トいしばし」を通って、石橋駅の西側へ

とつながっていく。　　　　　（梶川伸）

本場で仕入れ　タイ料理アロイスキタイ

国道176号線

ホテルアイボリー

若林
ビル

ダイエー

駐輪場

タイ料理
アロイスキタイ

近畿
大阪銀行

豊中駅

阪急宝塚線

【タイ料理アロイスキタイ】豊中市本町 2－ 1－ 2▽ 11 時半～ 14 時、17 時～ 22 時▽月曜定休▽ 06 －
6858－ 6388

　豊中市本町２、アロイスキタイはトム

ヤムクンを筆頭に、本格的なタイ料理が

自慢の店で、オーナーのウォンタイ・ホー

ムチャンパさんが２０１０年３月にオー

プンさせた。店名の「アロイ」はタイ語

、き焼きすの風イタは」キス「、いしいおで

スキ鍋からきている。

　流ちょうな日本語を話すウォンタイさ

んはタイ中部のアユタヤ出身。もともと

自動車のエンジニアだった。１９９０年

に自動車メーカーの研修で初来日。大阪

で約１年の研修を終え帰国したが、９２

年、研修時に通訳だったゆう子さんとの

結婚を考えて再来日した。

　タイ料理店などでアルバイトをしなが

ら日本語を学び、１０年ほど前に永住権

を取得した。一人息子も生まれ、いった

ん就職したが、思うように仕事が続けら

れず、帰国することを考えていた時、大

阪市のタイ料理店「ラチャスキタイ」の

オーナーのアドバイスを受け、店を開く

ことを決めた。「自分ひとりだと帰って

いた。子どものことを考え、めちゃくちゃ

悩んだなあ」と大阪弁で振り返る。

　当初は赤字続きで、自らチラシを配っ

てＰＲした。「本物のタイ料理を知って

ほしいという熱意でやってきた。最近は

メニューを見ずに注文するお客さんも増

えた」とウォンタイさんは喜ぶ。

　本場の味にこだわるウォンタイさんは

３カ月に１度、故郷に香辛料やハーブな

どを仕入れに行く。厨（ちゅう）房で腕

を振るうのはタイのレストランで修業し

たパンニャ・チャムスさん。日本人向け

に作り変えたりせず、辛さだけを調節す

る。「グリーンカレーとイカとエビの春

雨サラダはぜひ食べてほしいなあ」

　ランチは６５０円～８５０円。グリー

ンカレーやレッドカレー、焼きビーフン

などのセットのほか、曜日による日替わ

りセットがある。　　　　　（進藤郁美）

&21合併号
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豊中デイケアセンターを訪問したメンバー（プアメ
リア提供）

会員募集②　フラサークル「プアメリア」
　「プアメリア」はフラダンスを通して

健康づくりをし、併せて福祉施設を訪問

するサークルで、豊中市蛍池公民館など

を中心に活動している。プアメリアはハ

ワイを代表する花で、英名ではプルメリ

アという。

　代表を務める多賀洋子さんが２００９

年につくった。多賀さんが講師で、豊中

市内の５カ所にクラブを作っている。蛍

池公民館では約２０人が、第１、第３月

曜日の午後６時半から１時間、練習をし

ている。母子での参加も多いという。練

習のほか、老人福祉施設などへの慰問活

動も活発で、イベントにも積極的に参加

している。

　多賀さんは「フラダンスを通じて、健

康保持と人間同士の親睦」を目標にして

いる。入会金５００円。月会費は大人

２０００円、子ども１０００円。連絡は

多賀さん（０６－６８４６－７４７１）。

（梶川伸）＝ウェブ（http://machigoto.

jp）の「豊中・池田データボックス」の

中に、サークルの会員募集案内一覧表

いつもいっしょにいるおかあさん。せん

たくやりょうりほとんどやってくれる。

おかあさん手作りのりょうりは、とても

おいしい。いつも学校行くときおかあさ

んが「わすれ物ない？ちゃんともった？」

と言って、おかあさんは心配しています。

だけどお母さんになんでもやらせるの

は、もう終わり。これからは、お手伝い

をいっぱいして、お母さんを楽にさせた

いです。

お母さんは、やさしいとき、こわいとき、

いろいろあります。そういうおかあさん

が大好きです。わたしは、これからお母

さんにやくだつことをして、楽にさせた

いです。　◇北豊島小学校　竹内鈴菜さ

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

落語で笑って元気になろう　春団治まつり

受楽寺境内にある桂春団治の顕彰碑

昨年の豊島野公園ステージイベントの様子（いけだ市民文化振興財団提
供）

　４月２９、３０両日、池田市民文化会

館を中心に第１２回いけだ春団治まつり

が行われる。

　この祭りは１９９８年、池田市豊島南

の受楽寺に初代・二代目の桂春団治を顕

彰する碑が建立されたのをきっかけに始

まった。稲津知秀住職は「震災もあって

暗い世の中ですが、春団治さんの明るい

笑いが日本を元気にしてくれれば」と話

す。２９日午前１１時から営まれる法要

は一般の参列も可能だ。

　２９、３０両日の午後３時からは、池

田市民文化会館で三代目・桂春団治や笑

福亭鶴瓶（３０日のみ）らを迎えた落語

会が行われる。全席自由、

当日３５００円。隣の豊島

野公園では神戸南京町中華

ブース、綾部市物産展、骨

董市、春団治一門による

トークショーなどが行われ

る。

　また、２９日は石橋商店

街サンロードでも、春団治

一門による大喜利などが行

われるほか、消防車とパト

カーの展示や白バイ体験、

各種露店も出される。

　問い合わせはいけだ市民文化振興財団

０７２－７６１－３１３１。

　　　　　　　　　　　　　（礒野健一）

　この春に関東から引っ越して参りまし

た。三月の東北地震の影響で、前の住居

では本当に恐ろしい体験をし、計画停電

が毎日の様に行われ、ガソリンや水、米、

電池……なかなか手に入れられない生活

が続き、精神的に疲れてしまい、なかな

かゆっくりと新聞に目を通す生活を忘れ

ていました。こちらに来てから安定した

日々を送っております。他府県から来た

源なので、これからも楽しみにしており

ます！　　　（Ｍ .Ｓさん、豊中市赤坂）

マチゴトは良い情報源

◆ＮＰＯ法人「ＣＩＬ豊中通信」

２０１１年春号ｖｏｌ．３４◆

　タクシー券をぜひ復活させてほし

い。いかに財政が厳しいとはいえ、この

４０万都市で周りの市ではタクシー券が

有る自治体も多い。吹田・川西・尼崎・

宝塚・大阪市……。なぜ豊中は廃止した

のか？　そして市民はなぜ、行政に対し

ては黙っているのだろう？諦めているの

かな？　あの６００円があるのとないの

では全然違う。それだけで「外に出よう

かな」と思う人が沢山いる。もともとタ

クシー券は、「平等に」という理由で、

所得が高い人も低い人も、もらうことが

できていた。だけどこういう時の「平等」

というのは、【全員に行き渡る】よりも、

必要な人に確実に行き渡って、市民一人

一人が感じる【経済的負担の差が小さく

なる】を指すべきだ。

（ＣＩＬ豊中は、重い障害のある人も地

域で普通に生活できる社会を目指して事

業活動を行っている非営利機関）

機関紙から②

　マチゴトでは５月２８日に池田市城山

町の池田城跡公園で行われる第１２回い

けだ薪能（詳細は４面催し物ピックアッ

プ参照）の招待券を３組６人にプレゼン

トします。また、５月２１日に行われる

第３０回記念アゼリア推薦新人演奏会

（詳細は５面記事参照）の招待券も５組

１０人にプレゼントします。

　はがきにどちらの招待券が欲しいかを

明記した上、郵便番号、住所、氏名、年

齢、電話番号、職業と本紙の感想も記入

し、〒５３０－８２５１大阪市北区梅田

３－４－５　毎日新聞ローカル（４／

２８日号）までお送り下さい。どちらも

５月１１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。

薪能＆新人演奏会招待券
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