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災害時のライフライン①
豊中水道 応急給水11カ所

面
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積３６．６平方キロの豊中市の
地下に、長さ約８００キロも

の上水道管が張り巡らされている。日
常は安定した水の供給が行われている
が、地震などの災害に対して、どのよ
うな対策が取られているのだろうか。
豊中市の水道水は、大阪広域水道企
業団から供給される淀川水系の水が９
割を占める。残り１割は猪名川からの
自己水を使っている。２系統からの給
水なので、災害時にもある程度、相互
融通ができるシステムだ。
水質は市内１０カ所のモニターで測
定された結果が、ホームページに公表
されている。東日本大震災後、注目を
集める放射能値は、大阪広域水道企業
団が測定・発表しており、５月２３日
現在、放射性物質は検出されていない。
地震の際の断水は、水道管の破断が
原因となる。破断しにくい耐震管への

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

取り替え工事は年７～８キロという
ペースのため、すべて耐震管に切り替
わるのは当分先だ。
２００１年に耐震基準に基づいて建
設された柴原配水場（待兼山町）には、
緊急遮断弁が設置されている。末端の
管が破断し異常な流量を感知すると自
動的に弁が閉まり、水道水を確保する
設備だ。流量の変化によって作動する
ため、停電状態でも問題ない。
また、市内には災害時の応急給水拠
点が１１カ所あり、緊急時には仮設給
水栓が設置され、住民に水が分配され
る。さらに市には２トンの給水タンク
車が２台配備され、拠点から遠い地区
への給水に備えている。 （礒野健一）
マチゴトは、災害時のライフライン
について連載します。調べてほしい事
などを、はがきやメールでお寄せくだ

柴原配水場地下配管
室にある緊急遮断弁

さい。

〒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）
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お問合わせ先

１年育ててホタルの夕べ 豊中で６月３～５日
豊中市原田南１の新豊島川の
「蛍の里」

池田市観光協会は、池田市街や五月山

で、ホタルが飛び始める季節が近付いて

人の職員が水の入れ替えや餌やりをして

ハイキングコースの地図「池田ＭＡＰ」

きた。６月３日～５日には市が「ほたる

いる。

を発刊した。西国巡礼道、能勢街道など

餌は芦田ケ池（曽根東町）に設けた養

市内を通る８つの街道を分かりやすく色

殖場のヒメタニシ。殻を砕き、貝を切り

分け表示したほか、街道沿いの道しるべ

流 れ る約５キロ の 人 工 の せ せ らぎで、

身して与える。ホタルの幼虫の大きさに

や要所要所に点在する街道案内パネルを

１９８６年に完成した。近くの猪名川流

応じて、切り身のサイズや分量を調整す

網羅している。

域下水道原田処理場（原田西町）の高度

る。
ゲンジボタルにはカワニナが良いが、

処理水が流れる。蛍の里は水路の中ほど

採取が難しくなり、ここではゲンジにも

した。携帯に便利な８．５×１５センチ

にある。羽化したホタルが飛び去らない

ヒメタニシを使う。「エサを与えすぎる

のコンパクトサイズだが、

よう網が張ってあり、蛍ドーム（全長

と水が汚れ、病気の原因になるので１日

Ｚの字のように折りたたん

５１メートル、幅１２メートル、高さ６

１食」だそうだ。

であり、一瞬で４２×５９

新豊島川は原田南１～名神口３を

表紙に池田市のマンホールをデザイン

メートル）と呼ばれている。１９８９年

１年かけて育てたホタルの幼虫約１万

センチに開く。五月山ハイ

からホタルの時期に、市が一般公開して

匹を３月下旬に放流した。「今が１番緊

キングマップ、市内巡回観

いる。

張する時期。どのぐらいが羽化して、飛

光バスのりば、名所、史跡

ここで見られるゲンジボタルとヘイケ

んでくれるのか。今年は寒かったので、

なども記され、観光に便利

ボタルは、市水路課そ族昆虫対策係が水

遅れ気味かも」と湯室さんは気をもむ。

な１冊だ。５万部作製。１

路課維持事務所（稲津町）のコンテナ

係長の甫立徳人さんは「真上をごう音の

冊２００円。観光推進キャ

ケースで飼育している。市がホタルの飼

飛行機が飛ぶが、ホタルには関係ないの

ンペーンとして１００円で

育を始めたのは１９８１年。飼育に足掛

かも」と笑っていた。

販売中（５０００部限定）。

け２０年かかわってきたそ族昆虫対策係

「ほたるの夕べ」は午後７時４０分～

市観光協会０７２－７５０

の湯室隆生さんは「ホタルの人工飼育の

９時４０分、蛍の里（阪急バス原田中

－３３３３。 （進藤郁美）

成功は大阪府の中でも豊中市は早かった

１丁目バス停から徒歩５分、阪急曽根

と聞いている」と話す。

駅から徒歩１５分）
。 雨 天 決 行。 入 場

そ族昆虫対策係はハチやネズミの駆

除、相談にあたる部署。以前はホタル専

無料。豊中市水路課０６－６８６４－
６６６１。

（進藤郁美）

年に 1 回、
「ほたるの夕べ」を開催する時に一般開放される蛍ドーム。市の職員が定期的に点検している
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携帯に便利な池田ＭＡＰ完成

属の職員がいたが、今は係に所属する９

の夕べ」を開く。

TEL：06-6346-8255

街道に点在する街道案内パネルも掲載している（地
図の一部から）

池田 MAP は池田市観光協会、池田市民文化会館、大阪大学総合学術博
物館で販売中

池田市・二子塚古墳が井口堂公園に
池田市は、猪名川流域最後の前方後円

かけて整備した。＝情報提供・池田市
（進藤郁美）

墳と考えられている二子塚古墳がある通
称・稲荷山の丘陵地帯を、井口堂公園
（２８９２平方メートル）として整備し、
５月 1 ４日に開園した。
土地所有者の加納綾女さんと加納靖久
さんが市へ土地を寄付したことで実現し
た。加納さんは寄付の条件として、①二
子塚古墳の永久保存②自然観察学習の場
としての整備③市民憩いの場の設定④稲
荷の社存続の４点を挙げた。市は加納さ
んの意向を受け、約７００万円の費用を

柵越しに二子塚古墳の石室が見学できる。中に立ち
入ることはできない＝池田市提供

池田市議会 議長に渡邉千芳さん
池田市議会は５月１６日、議員改選後

員会委員長などを歴任している。細井副

の最初の臨時本会議を開き、議長に渡邉

議長は監査委員や文教病院常任委員会委

千芳さん（５７）＝市民クラブ、４期目

員長などを務めている。

＝を選出した。また、副議長には細井馨
さん（５４）＝自民同友会議員団、３期
目＝を選んだ。
渡邉議長は市議会副議長や厚生常任委

任期は申し合わせで１年。
＝情報提供・
池田市。

（進藤郁美）

お問合わせ先

子育てサークル⑧ あっぷるはうす
豊中市のアルビス旭ヶ丘団地の東集会

連れて遊びに来ていた。「親子で日本文

TEL：06-6346-8255
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のこったのこった わんぱく相撲池田場所
池田市立五月山体育館で５月２２日、

年）は、習っているダンスで培ったしな

所に火～木曜までの週３日、０～３歳の

化を知ることができるのがいい」という。

第１２回わんぱく相撲池田場所が行われ

やかさで初優勝。
「とてもうれしい」と

子どもとお母さんたちが集まる「あっぷ

あっぷるはうす代表の二関京子さんは

た。相撲を通じ、丈夫な体だけでなく、

笑顔を見せた。１年生から６年連続参加

るはうす」がある。大阪府から委託を受

「幼いころから多くの人や文化と出会う

礼儀作法や相手を思いやる心などを学ぶ

し、初めて決勝に進んだ田谷圭大君（呉

けた「ＮＰＯ大阪国際文化協会」が子育

ことで多文化共生が自然にできるように

ことを目的として、池田青年会議所が毎

服小学校６年）は惜しくも準優勝。６月

て支援事業として開いているもので、誰

なれば」と話している。 （早川方子）

年開いている。今年は幼児から小学６年

１９日に行われる大阪府大会（堺市大浜

生まで、２９５人が参加した。

公園相撲場）への進出は可能のため、
「自

でも無料で利用できる。遊具や絵本など

がそろえられており、利用者からは「実

午前中に相撲の実技や礼節の指導があ

家のようにくつろげる」と好評だ。年間

り、続いて参加児童が色別に１０のチー

約６０００人が利用している。

ムに分かれて団体戦を戦っ

あっぷるはうすの特徴は、多文化・世

た。チーム成績は、午後に

代間交流。約３０人いるスタッフの中に

行われた学年・男女別の個

は高齢者も含まれ、若い母親にとって育

人戦の戦績も反映されるた

児のよき相談相手になっている。外国人

め、初めて会った子どもた

のスタッフや利用者も多い。取材の日、

ち同士が、互いに応援する

日本人と結婚してロシアから来たマキ

タ・エレナさんが長女のマリアちゃんを

火～木曜、10 時～ 16 時▽アルビス旭ヶ丘・東集会
所▽問い合わせ 06 － 6846 － 2818

分より大きな人をどう倒すかを考えて練

習したい」と意気込んだ。 （礒野健一）

様子が見られた。池田青年
会議所の名村研二郎理事長
は「自分が負けても、チー

ハーブで暮らしを楽しむ④
植物たちがキラキラと奇麗な季節。ぐ

ムの子を応援することで学
ぶことがある」と話した。

ぐっと食卓が華やぎます。

んぐん成長する姿に何だかパワーをもら

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブのきっ

えます。芽が出て、育っていく様子は本

かけ講座や資格講座、トリートメント

当に癒されます。ハーブが一番楽しめる

を 扱 う サ ロ ン「Mrs.Lavender」 代 表。

季節です。見て、
触れて、
香って、
食して、

http://mrs-lavender.com/ ▽ info@mrs-

生活に取り入れられる時。そんなハーブ

lavender.com

をひとつだけ育ててみませんか？

４回目の参加となった阪
本海琴さん（緑丘小学校３

女の子も力強い取り組みで会場を沸かせた

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編③
【あがりめ さがりめ―おかあさんと子
どものあそびうた】

育てるポイントは、水遣り。水をたっ

「うちのうらのくろねこが、おしろい

ぷり欲しがるハーブと、そうでないハー

つけて、べにつけて、ひとにみられてちょ

ブがあるので、必ずチェックしてくださ

いとかくす」。娘が２歳のころ、手のひ

いね。

らや指でお化粧のまねをして、両手で顔

オススメは、ラベンダー、カモミール。

を隠す仕草がかわいくて何度も歌いまし

香りはもちろん、そのお花の姿や色にも

た。
「ちょちちょちあわわ」や「ずいず

癒されます。食べる楽しみがある方が良

いずっころばし」などわらべ歌がいっぱ

い方は、ミント、バジルやタイムも良い

い。「はげやますべって、まゆさままいっ

ですね。いつものサラダに、２～３枚葉

をちぎって加えてみてください。香りで

ぐったくて大笑い。３人の子育てに大活

躍した１冊です。
（絵本を楽しむ会・Ｗ）

母の日に、ベランダで育てたハーブをアレンジして
プレゼントしました

絵本「まちかねたワニ」
５０００部発行

て、はなさがおりて…」と顔のパーツを
指でなぞりながら進むのですが、くす

「あがりめ さがりめ－おかあさんと子どものあそび
うた」絵：ましませつこ（こぐま社）

わが家の宝もの

わが家の宝もの

豊中市や豊中商工会議所でつくる豊中

創造協議会０６－６３９８－７７１９。

実の姉弟に見え

元気いっぱい遊

市地域雇用創造協議会が、豊中市で発掘

＝情報提供・豊中市（早川方子）

ますが、ママ同士

んでいる由晟（ゆ

されたマチカネワニを主人公にした絵本

がお知り合いとい

うせい）くん。と

「まちかねたワニ」
（縦・横１５センチ、

う関係のみこちゃ

にかく好奇心のか

んとたけひろく

たまりで、カメラ

１２ページ）を５０００部発行した。
恥ずかしがりのマチカネワニが人知れ

ん。みこちゃんの

を向ければレンズ

ず絶滅し、化石として発見されるという

ママのお腹には赤

に触り、携帯電話

ストーリーで、豊中市内各図書館、市内

ち ゃ ん が い ま す。

を取り出せば「オ

事業所などに配布される。今後はマチカ

たけひこくん相手

レに寄こせ」と言

ネワニに関連した限定商品の開発支援な

にお姉ちゃんの練習かな？

赤ちゃんの

わんばかりに手を伸ばします。由晟くん

どを行い、地域ブランドとして有効活用

頭を優しくなでているみこちゃん、いい

の世界はおもしろい物、楽しい物ばかり

お姉ちゃんになるでしょうね。

でキラキラ輝いているんだろうなあ。

していくという。問い合わせは地域雇用

マチカネワニが豊中市の地域ブランドに

夫婦で楽しむＷの子育て⑧

◆夫に矢印向いていますか！？

わが家の宝もの

いよ」と子どもに声かけをして、抱きし

涼しげな目元が

める。夫にも、そんな気持ちで接してみ

印象的な香乃（か

子育てに、家事に、仕事に忙しい毎日

ませんか。
「何があっても頼りにしてい

の）ちゃん。美人

を送っていると、つい夫のことは後回し

るよ、あなたのことが大切だよ」と（口

さんですねー。ふ

になりませんか。

にはなかなか出せなくても）態度で示し

とんの上でひとり

おしゃれちゃうわ！
（５歳）
よしこ「ひろしちゃんの旗
やね」
ひろし「おしゃれ

ちゃうわ！！」

よしこちゃんはびっくりして泣き出し
てしまいました。

「子どもの世話は私がやらなきゃいけ

てみましょう。
疲れた顔をしていたら「ど

寝 転 が り な が ら、

よしこ「………」

ないけれど、夫は大人だし自分のことは

うしたの？」と声をかけるだけでもいい

足を上げたり手を

保育士「なんで

自分でしてよ！」
「私がこんなに大変な

のです。
「私はいつもあなたのことを気

動かしたりして機

のをわかってよ！」と。もちろんそうで

にかけているよ」
。その気持ちが伝われ

嫌よく遊んで（？）

す。夫は大人なので、あれこれ身の回り

ば、夫婦の空気が変わるかも？

いました。色んな人に抱っこされても人

のことをする必要はありません。でも、

大人でも、「自分に関心が向けられてい

ない」と感じるほど悲しいことはないの

です。

子どもに向けている矢印の、ほんの一
部でも、夫に向けてみませんか。

見知りせずに始終ニコニコ。さすが、愛

オシャレ

ら

オシャレって言った

アカンの？」
ひろし「オシャレって

女やろ」

（豊中市・子どものつぶやき展より）

され慣れています。

【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

「子どもの自尊感情を高める」と最近

母。夫は平日の夫婦２人の弁当と、休

よく言われます。
「何があってもあなた

日の朝昼晩の食事 を つ く る イ ク メ ン。

のことが大好き、そのままのあなたでい

http://ameblo.jp/mamawriter/

折込広告は、なんと一部２.５円から折り込みできます。
部数は１０００部から指定エリアに配布できます。
お問い合わせは、毎日新聞ローカルまで

折り込み広告募集中！
！

☎06-6346-8255
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お問合わせ先

会員募集③ 豊吟会

TEL：06-6346-8255
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能勢街道をゆく⑭ 石橋周辺
医者になるっ

エイ」
と添えられている。

豊吟会は詩吟を学び、楽しむグループ

会費１０００円で、２カ月分をまとめて

で、１９９５年に発足した。当初は大阪

払う。会員を募集中。連絡は垣内禮造さ

府老人大学北同窓会豊中支部の詩吟サー

ん（０６－６８４９－２２６６）。（梶川

クルとしてのスタートだった。
その後は、

伸 ） ＝ ウ ェ ブ（http://machigoto.jp）

ンパスの入り口に、大阪大学総合学術博

１９６４年５月３日、理学部校舎の建設

同窓会メンバー以外の人も多く加入して

の「豊中・池田データボックス」の中に、

物館がある。阪大の歴史や、キャンパス

現場で、高校生が見つけた。３８万～

いる。

サークルの会員募集案内一覧表

内で見つかった考古資料などを展示して

４２万年前のものだという。

現在の会員は約１０人。毎月第２、第

能勢街道歩きは一休みとし、阪急石橋
駅周辺をうろついた。

豊中市のシンボルとなっているマチ

阪大坂を登り、大阪大学を目指す。
キャ

いる。入館無料なのがうれしい。今は企

カ ネ ワ ニ の 化 石 も 見 る こ と が で き る。

博物館を出て、キャンパスへと入って

４月曜日の午前１０時から、豊中市中央

画展「阪大生・手塚治虫

公民館で詩を吟じている。講師は浪速岳

ガ家か？」が面白い（６月３０日まで）
。

る。左手の小山にも遊歩道があって、ツ

風会の大司隆岳師範。大司さんは「声を

手塚は１９４５年の終戦直前に阪大医学

ツジが咲き残っていた。マチカネワニの

出すのは健康にも良い。
漢詩だけでなく、

専門部に入学して医師を目指した。一方

化石の出土地の理学部は、反対側の入り

新体詩や短歌、俳句も吟じる」と話す。

で１９４６年に漫画家としてデビューし

口近くにあった。

ほとんどの人は、カセットデッキを持参

た。展示の中には、転機となった時期を

して、録音しながら練習を続けている。

振り返った手塚自身の文章もある。

医師か？マン

行く。右手は中山池で遊歩道がついてい

石橋駅近くまで戻り、国道１７１号を
少し北に歩くと、面白い光景がある。池

最年長の福井秀雄さん（８９）は「入

「教授がぼくを呼んだ。『君は、このま

田市から箕面市に入る手前に歩道橋があ

会して１５年ほど。楽しいし、頭の回転

ま医者を続けても、ろくな医者にはな

り、箕面市瀬川５丁目と書いてある。歩

れん。必ず患者を５、６人は殺すだろ

道橋を反対から見ると当然、池田市の地

う。世のためにならんから医者をあきら

名のはずだが、
「豊中市石橋麻田」
。実は

めろ。漫画家になりたまえ。これは君

石橋駅の北側の箕面市域の中に、豊中市

への忠告だ』
。ぼくは思いあまって母と

麻田町という飛び地があるのだ。

がよくなる」と、詩吟の効用を語る。月

大司さん（前列左）と豊吟会のメンバー

豊中市、池田市の皆様に伝える

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、FA X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。

マチの伝言板
誰でも参加できる情報コーナー

ます

教え

ます

売り

報
す
情報 しました 募集
ます ビス情
しま
ント
N
人材
募集
サー
イベ
OPE

買い

６月限定！地元密着コラボレーション企画
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。
※３回以上（３ヶ月以内）のお申し込みに限り、割引があります。

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

着付教室 蛍池駅すぐ
お手持ちの物で即お稽古。無料貸出可
入学金３千円 / 月４回４千円 見学自由
蛍池浪速きもの学院 06-6843-1441

×

相談した。『あんたのいいと思う道へ進
みなさい』というのが母の意見だった」
（１９６９年発行「ぼくはマンガ家」
）

豊中市に聞くと、話は江戸時代にさか
のぼる。住民が開拓した田畑が住居から
離れていて、市の区域割りのあとも引き

文章に漫画がついている。学生服姿の

継がれたのだという。現在は約２５０人

手塚が足でげたをほうり上げている絵

が、箕面市域の中で豊中市民として生活

で、
「裏が出たらマンガ家

している。

表が出たら

（梶川伸）

掲載いただいた伝言板の内容を、FM 千里（83.7MHz）
毎週木曜午前 11:00 から放送の「まるごと・マチゴト」
の番組内で紹介できます。放送予定は、6/9、6/16、
6/23、6/30。詳しくは、お問い合わせください。

キム韓国語教室 池田駅徒歩13分
個人月 4 回 10500 円 / グループ月 4 回
8400 円 / 入会金 5000 円、池田市鉢塚
1-8-2 電話 090-3713-0362（キム）

美肌＆美唇 キャンペーン！
！
リップエステ＆パック付の２コース
★女性ホルモン活性美肌トリートメント
今なら通常 7000 円⇒ 4500 円
★プラズマアンチエイジングコース
今なら通常 8000 円⇒ 5500 円
エステサロン ヴレクール
曽根駅西へ徒歩 1 分（要予約・不定休）
電話：06-7172-9698
http://www.vrai-coeur.com

楽しく学ぶロボット科学実験教室
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

人気のカラーセラピーを体験！
カラーセラピーで自分の心を振り返ると
新たな発見があるかも。あなたの背中を
そっと押してくれるメッセージ入りの小
さなブック付。
費用：3500 円（ドリンク代別途）
場所：蛍池駅そば「ジョイズカフェ」
平日 10 時～、15 時～。完全予約制。
検索「メッセージオフィスＦｕｗａｒｉ」
電話 080-2419-8181 ごほう迄

国道 171 号の歩道橋に書かれた飛び地の表示「豊中市石橋麻田」

豊中市・二ノ切池公園でバラが見ごろ
豊中市東豊中町５の二ノ切池公園内に
あるバラ園で、赤やピンク、黄色など色

る市営駐車場（有料）が利用できる。
＝情報提供・豊中市（早川方子）

とりどりのバラが咲き始め、散歩をした
り花の写真を撮ったりする人たちでにぎ
わっている。直径１５センチメートルの
大輪のバラや、くぐり抜けができるバラ
のアーチなど、１０００株を超えるバラ
を楽しめる。豊中市公園みどり推進課に
よると、５月から見ごろを迎え、順次種
類ごとに花を咲かせ、７月末ごろまで楽
しむことができる。二ノ切池公園は桃山
台駅から北西へ１キロメートル。併設す

マチゴト配布スタッフ募集
池田市の石橋、天神、井口堂エリアを中
心とした、マチゴト配布スタッフを募集
しています。指定エリアのポストに配布
する簡単なお仕事です。家事の合間に、
運動不足解消にいかがですか？みなさん
楽しくお仕事していただいています。報
酬は業務量に応じてお支払いします。お
問い合わせは、毎日新聞の石橋販売店：
072-761-8137（担当：安藤）まで。

豊中市には二ノ切池公園のほかに、豊島公園、豊島
温水プール、清谷池公園にもバラ園がある

機関紙から③「ハニー・ビー通信」Ｎｏ３２
【思春期のこころとからだについて】

感じました。社会参加につながる「出会

誰もが通る『思春期』それは、障害のあ

いの場」が持てますように。「出会い」

るなしにかかわらずやってきます。母親

から「知りあえる」、そして「判りあえ

から見れば不可思議なこともあるでしょ

る」に広がっていきます。
（ＮＰＯ法人

う（父親にとっても）。こうあるべきと

ハニー・ビーは知的障害児のデイサービ

きめつけるのではなく、情報の１つとし

ス＝豊中市曽根西町３ー７など＝を中心

て知っておくことが大事ではないかなと

に活動。０６－６１５２－８９９１）

お問合わせ先

83.7MHz ＦＭ千里の声③中村鋭一さん
しい街だよ」
（礒野健一）＝コミュニティ

担当（土曜日１６時半～１８時）

放送・ＦＭ千里木曜日午前１１時からの

阪急庄内駅から南へいったところに

番組でマチゴト豊中・池田の記事を紹介

「ヤマネ」という会社がある。どんな会

ジオがスタートした時の第一声を、朝

する「まるごと・マチゴト」も放送

日放送アナウンサーとして発する。
「約

◆ヤマネ◆

社かわかる人は少ないだろうが、ここで
作られたものを見た人は多いはずだ。

６０年、国会議員時代も含めて、マイク

ヤマネが扱うのは、ビルやマンション、

の前でしゃべり続けられたのは幸せ」
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豊中・池田発ガンバルジャン⑪

◆「鋭ちゃんのダイナマイト・トーク」
１９５１年１１月１１日、民間放送ラ

TEL：06-6346-8255

木や野山が自然に見えるよう作ることに

たけている。「本物ではないが、本物に
接しているような仕事」と胸を張る。
杉山善示社長は「会議の決まり事は１

つだけ。反対するなら代案を出すこと。
だから議論は常に建設的だし、どんどん

橋などの大型建造物を、建築学的な工法

アイデアが出る。全部が製品として実現

１９７１年から「おはようパーソナリ

に基づいて作る産業模型だ。１９５４年

できるわけではないが、面白いものもた

ティー中村鋭一です」が始まり、阪神タ

の創立後、高度経済成長と共に事業を拡

くさん生まれるよ」と笑う。

イガースが勝つと六甲おろしを熱唱した

大していくが、オイルショックなどによ

サンプルとして作られた街のジオラマ

ことで、絶大な人気を博す。
「
『中立が旨

る経済停滞もあり、その技術を博物館な

には、千鳥足のおっちゃんや、動物園で

のアナウンサーが何事だ！』と抗議が殺

どの展示模型に活用していくようになっ

遊ぶ肩車の親子がいた。
「建物をリアル

到した。でも、生まれついての阪神ファ

た。瓦の１枚まで正確に再現するそれは

に再現するだけでなく、生活感のある風

ンだから仕方ない。優勝を逃したら丸坊

既に芸術品の域に達し、大阪府立近つ飛

景を作りたい。博物館で模型を見たら、

主になると公約したのも僕が最初。同志

鳥博物館（河南町）の大仙陵古墳（仁徳

そんなところにも注目を」（礒野健一）

２４人と一緒に丸坊主になり、そのまま

天皇陵）復原模型に並ぶ３万個以上の円

６００人のファンと一緒に球団事務所に

筒埴輪は圧巻だ。

抗議のデモをしに行ったよ」と笑う。

社員は約２０人。それぞれが得意分野

千里で４０年以上暮らし、
愛着も深い。

を持つエキスパートだ。谷紀幸さんは橋

「人工的な街と言われたけど、もうずっ

しりした歴史を持つ、自然豊富な街。生

まれ育った人には、故郷と呼ぶにふさわ

に精通しているが、若いころに担当した
吉田義男、小山正明らタイガース往年の名選手とは
50 年来の親友。「よく遊んだなぁ」

本四架橋の模型作りは苦労したという。
「見た目だけでなく本物と同じ構造で作
ることで、材料の伸縮、ねじれなど、実

市民を対象に古武道講座 ６月から桜塚高校で
豊中市中桜塚４、桜塚高校で６月から

講座は毎月第２、第４土曜日。費用は

月２回、１８歳～６５歳の豊中市民を対

年間のスポーツ保険代金として１６５０

象とした古武道講座が開かれる。桜塚高

円。５月３１日までに太田教諭あてに

校が地域との交流を目的に行う無料講座

住所、氏名、性別、年齢、スポーツ歴、

で、古武道、居合道などで師範資格を持

電話番号を書いてファックス（０６－

つ桜塚高校合気道部顧問の太田和幸教諭

６８５３－０８２５）を送付。

が指導する。

自動車ナンバー盗難防止

際の工法が理に適ったものだとわかって
くる」。古賀晶子さんは、造園関係の職
に就いていた経験を生かし、ジオラマの

工場に置かれた見本用鉄道模型には、お祭りに向か
う人々や、お面の屋台まで細かく描写されている

＝情報提供・豊中市（早川方子）

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。

大阪府警察本部は５月２８日、自動

車ナンバープレート盗難防止ネジ無料

お問い合わせは、毎日新聞ローカルまで

☎06-6346-8255

取り付けキャンペーンをする。池田署

（０７２－７５３－１２３４）
はダイエー

池田駅前店第２駐車場（１０時から）
、

豊中南署（０６－６３３４－１２３４）

池田市副市長に玉手忠志
５月２３日、池田市の川端勲副市長が

はライフ庄内店（同）
、豊中署（０６－

任期満了で退任した。後任は池田市職員

６８４９－１２３４）はイオン豊中緑丘

懲戒審査委員会委員の玉手忠志さんに決

ショッピングセンター（１３時から）で

まり、２４日に就任。玉手さんは池田市

行う。外車などで取り付けできない車も

教育委員会生涯学習推進室長、池田市市

ある。ネジがなくなり次第終了。駐車場

長公室長などを歴任。任期は４年。＝情

料金が必要な場合もある。 （進藤郁美）

報提供・池田市

（進藤郁美）

杉山善示社長（右端）と従業員の皆さん。手前の机や後ろのガラスケースに並ぶ模型は、ユーモアでオリジナ
リティあふれる作品ばかりだ

2011. 5.26 vol.22

お問合わせ先

編集長のズボラ料⑪ タケノコとエビの揚げだんご
５月に入って、僕の家は「雨後のタケ

ノコ」状態だった。
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TEL：06-6346-8255

木と土のぬくもり 陶芸＆カフェＪｉＪｉ

翌々日、親類からどっと、タケノコが

昭和の面影を残した一軒家を改装し

心地が良い。数時間、読書をするお客さ

届いた。ゆでて送ってきているから、こ

た「陶芸＆カフェＪｉＪｉ」が池田市石

んもいる。「新しい出会いがあって、つ

京都府の最南部に住んでいる。タケノ

れはありがたい。結局、１０日間で、若

橋２にある。オーナーの川口信裕さんが

ながりが広がっていく。この店はみんな

コの産地に近い。スーパーには地元の野

竹煮２回、天ぷら２回、タケノコご飯２

２０１０年８月にオープンさせた。

に育ててもらっている」

菜が並ぶコーナーがある。走りのタケノ

回、炒めもの１回、それにタケノコとエ

コを買って若竹煮にし、
初夏を味わった。

ビの揚げだんご１回をこなした。

建設会社にいた川口さんは、定年にな

水曜日は川口さんの陶芸の師匠で、能

れば好きな陶芸と畑、釣りができる田舎

勢町に工房「風気庵」を構える和田隆さ

暮らしがしたいと思っていた。しかし、

んが陶芸教室を開く。６月１１日、１２
日は１日体験教室（要申込）もある。

翌朝、友人から電話があった。
「タケ

揚げだんごは、遍路仲間に教えても

ノコを掘りに来い」。彼は里山づくりを

らった。ゆでたタケノコの固い部分はす

５８歳の時、会社は倒産。当てにしてい

手伝っている。そのフィールドが僕の家

り下ろす。柔らかい部分は小さく刻む。

た退職金もなかった。「計画が狂ったけ

から近く、しばしばお呼びがかかる。美

少し置くと、水分が出るので、これは捨

ど、好きな陶芸ができる空間を作ろう」

ロ家のイベリコ豚ハンバーグ（たっぷり

しく変わってゆく里山が、自慢なのであ

てる。エビを適当に切り、大葉のような

と、カフェを始めた。

の付け合わせ野菜にスープ、ライス、サ

る。

青みを彩りに加え、卵を落として練り、

ツタがびっしり生え、昭和の面影を残

ラダ、デザート付き１２００円）は１日

だんごにして油で揚げる。食べる時は、

すレトロな外観が気に入ったと、改装

５食限定。すじ肉ゴロッとカレー（サラ

塩味程度で良いと思う。

前の建物の写真を見せてくれた。「昭和

ダ、デザート付き７００円）はご飯が無

２０年代前半の建物で、最初は診療所

くなると終了。

タケノコを平らげてホッとしたころ、

で近づいたら、逃げた」と話す。そうだ

を大量にもらったので、仲間で食べるの

生研究所』と書いたものが出てきた」
。

ろう。彼のスタイルは異様なのだ。

だと言う。断ろうと思ったが、
「ビール

今度は僕が掘る。彼が見とがめた男は

も用意する」の言葉に負けた。

玄関ドアは青いペンキを塗り、ヨゴシ
という古く見せる加工をした。柱とはり
を生かした吹き抜けにし、しっくい壁の

と変な話なので、遠慮して小さいのを２

り、中はタケノコだらけだった。もう、

下地となるキズリを表出させた。キズリ

つだけ掘り起こした。家に帰って、すぐ

イヤッ。僕はお土産に持っていったス

の一部が無くなっているのは「気付かず、

にゆでた。しばらくして、また彼から電

モークサーモンとブリの白子の煮つけば

土壁と一緒に取ってしまった」と川口さ

話があった。大きいタケノコを収穫した

かり食べた。タケノコの煮つけは、大量

んは残念がる。配線、薬品庫、流し台な

ので、マンションの下まで持ってきたの

に残った。持って帰るように勧められた

どはインテリアにした。「昭和のにおい

だという。また、ゆでた。

が、
これだけは敢然と断った。（梶川伸）

のする部分をなるべく残した」店内は居

タケノコ以外の具は好みで

陶芸＆
カフェ

176

171

→

テーブルの上に巨大な鍋が置いてあ

石橋駅

線
阪急宝塚

だめで、僕はオーケーというのも、
ちょっ

（進藤郁美）

国道 号
線

だったようだが、改装する時に『石橋衛

線
国道 号

遍路仲間から昼食に誘われた。タケノコ

阪
急
箕
面
線

タケノコを掘ろうとしている男がいたの

→

し、手にはクワを持っている。
「さっき、

JiJi
→
→

里山に行くと、彼は作業着姿で待って

いた。ヘルメットに長靴、腰にナタを差

ランチは２種類。石橋商店街のスエヒ

池田泉州
銀行

阪大下
交差点

【陶芸＆カフェ JiJi】池田市石橋 2 － 17 － 10 ▽ 9 時～ 18 時半（ランチは 11 時半～）▽火曜定休▽ 090 －
8829 － 5816

4大新聞紙で

折込

お問合わせ先

５月下旬から６月前半の催しピックアップ
開催中

企画展「日本画家樫野南陽と池田」
（7月17日まで）／池田市立歴史民俗資料館

池田市民文化会館アゼリアホールで５

が、
個人ではできることも限られていた。

月７日、東日本大震災の復興を支援する

そんな中でチャリティーコンサートは、

ため、若手指揮者の髙谷光信さんと永峰

いいきっかけとなった」と話した。

ティーコンサートを開催した。

5 / 2 8（土）

7

震災チャリティーコンサート 義援金１１７万円

大輔さんが関西の学生音楽家らとチャリ

10 時～ 18 時。月・火・祝休館。入館無料。昭和初期に池田に移り住み、
数多くの作品を生み出した日本画家・樫野南陽の生涯と作品を展示。池
田市立歴史民俗資料館 072-751-3019。

TEL：06-6346-8255

コンサートチケットの売り上げ

の 全 額 と、 会 場 で 集 め ら れ た 募 金

髙谷さん、永峰さんの呼びかけに、関

３０万９３７５円に、出演者からの寄付

西１４の大学・大学院の学生有志９０人

を合計した１１７万４１９７円が、義援

以上が賛同して楽団を編成した。また、

金として池田市を通じ日本赤十字社に送

３月に行われた東京混声合唱団池田公演

られた。

（礒野健一）

で共演した市民合唱団「音

おいしい！楽しい！シリアの料理／豊中市・おかまちコミュニティカフェｋ
ｉ
ｔ
ｔｏ
12 時～ 14 時。ニュースにはよく出るが、実際はよく知らない国・シリア。シリア人講師による手作
り料理を食べながら、シリアの文化や歴史、日本との違いなどを楽しくトーク。参加費 1000 円。定
員先着 10 人。おかまちコミュニティカフェ kitto 06-6841-5120。

2 9（日）

楽の翼合唱団」と、池田ジュ
ニア合唱団もコンサートに
参加し、プログラムの最後
は総勢２５０人以上がス

豊中日本舞踊連合会１０周年記念チャリティー舞踊公演／豊中市立アクア文化ホール
11 時開演。豊中で活動する７流派の舞踊家が、本格的な古典舞踊を踊る。会場では東日本大震災に
対する募金活動を行うほか、交通遺児団体や芸術文化への募金贈呈式などが行われる。豊中日本舞
踊連合会 06-6843-2239。

6 / 1（水）

テージに上がり、唱歌メド
レー「ふるさとの四季」を
演奏した。
学生の運営メンバーで広

着物フェア／池田市・エコミュージアム内リユースショップ（13日まで）

報を担当した柴本友寛さん

10 時～ 18 時（最終日は早めに終了）。4 回目となる人気フェア。新たに寄付された着物や和装小物
も多数。エコミュージアム 072-752-7711。

4（土）

（関西大学３回生）は「今
回の震災に対し学生も何
かしたい気持ちは強かった

豊中の三等三角点を見よう／豊中市・千里文化センター「コラボ」前集合
9 時半～ 12 時。雨天時は 11 日（土）に延期。豊中市にある 10 カ所の三角点のうち、島熊山丘陵の
尾根筋にある三角点を目指し、自然観察をしながらウォーキングを行う。歩きやすい服装、靴と日
よけ帽子、飲み物持参。参加費無料。定員 20 人。6 月 2 日までに、とよなか市民環境会議アジェン
ダ 21 自然部会に申し込み。06-6863-8792。

コンサート後に募金を呼びかける永峰大輔さん（右）と髙谷光信さん

うっふぷりん商品券プレゼント
マチゴトはうっふぷりん豊中店（豊中

5（日）

市北桜塚３－２－３５▽１０時～２１

第１１回豊中和太鼓まつり／服部緑地野外音楽堂
14 時～ 16 時半。雨天決行。入場無料。豊中市で活動する７つの和太鼓サークルが、それぞれの響
きを披露。吹田市の「郷土サークル野火」もゲスト参加。豊中和太鼓サークル連絡会 090-50122514。

1 1（土）

発表は商品の発送をもって代えさせて
いただきます。

時（不定休）▽電話０６－６８５５－
３８６１）で使える１５００円分の商品
券（３００円券を５枚１綴り）を１０人
にプレゼントします。

大阪音楽大学ミレニアムホール特別講座 第43回レクチャー・コンサート／豊中市野田町36-1、大阪音楽

大学ミレニアムホール

14 時～ 16 時。音楽評論家で大阪音楽大学客員教授の日下部吉彦氏が講師を務めるレクチャー・コン
サートを年 4 回開催する。第 43 回は「ピアノの〝3 冠王〟リスト生誕 200 年」。ピアノの巨匠でもあっ
た作曲家リストについて、2 台のピアノによるベートーヴェン「第九」などの演奏を交えてお話する。
演奏は芹澤 佳司、芹澤 文美。受講料は 1 回 1000 円（4 回一括 3500 円）。事前の申し込みが必要。
問い合わせは大阪音楽大学 連携支援センター 06-6334-2249。

1 2（日）

はがきに、うっふぷりんと明記し、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（５／２６日号）にお
送り下さい。６月９日消印まで有効。

1 番人気の「元祖うっふぷりん」。詳しくはウェブ
http://www.jyo-ryu.net/

おたなＫＡＩＷＡＩ九時間耐久落語会／池田サカエマチ商店街特設会場
11 時～ 20 時。落語の街・池田のサカエマチ商店街に特設会場を設け、９時間に渡って落語や大喜利
を披露。商店街の店主らが、落語にちなんだ商品やサービスも提供する。いけだサンシー 072-7515591。
知って納得！集めてチャリティー！チャリティー講演会／池田駅前南会館第４集会室（サンシティ池田２階）
10 時～ 16 時半。参加費は無料だが、チャリティー募金の協力要請がある。東日本大震災の被災地医
療の現状やレスキュー犬の活躍、防災への準備、被災後の対応などについて、専門家を招いて講演
会を行う。IKEDA collection 実行委員会 info@ikecolle.net

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。

五月山動物園の羊 ウールのクールビズ？
池田市綾羽２、市立五月山動物園で５

月１８日、恒例となっている羊の毛刈り

登坂さんアゼリア新人賞
第３０回アゼリア推薦新人演奏会が５

坂尾彰彦シャンソンリサイタルが６月

月２１日、池田市民文化会館アゼリア

２６日午後５時半から吹田市文化会館メ

ホールで行われた。３月のオーディショ

イシアター中ホール（阪急千里線吹田駅

ンに合格した若手音楽家８人が、持ち味

すぐ）で開かれる。当日券５５００円、

を出した演奏をし、最優秀賞は登坂理利

前売り５０００円。坂尾さんは豊中市在

子さん（バイオリン）、優秀賞は小嶋貴

住のシャンソン歌手、出口美保さんに師

恵さん（ピアノ）と、奥野由紀子さん（フ

事、
今回は９回目のリサイタル。
「セ・シ・

ルート）が選ばれた。

ボン」
「さくらんぼの実る頃」
などを歌う。

登坂さんは「色々と反省する点もあり

マチゴトはリサイタルのチケットを５

ますが、楽しくできました。今年２月に

組１０人にプレゼント。はがきに坂尾彰

き、
命の大切さを感じた」と話していた。

亡くなったおばあちゃんにも伝えたい」

彦リサイタルと書いて、郵便番号、住所、

＝情報提供・池田市

と目を潤ませた。

氏名、年齢、電話番号、職業と本紙の感

（進藤郁美）

（礒野健一）

想も記入し、〒５３０－８２５１大阪市

があり、６匹の羊が
“夏服”
に衣替えした。

記者が語った大震災

動物園では毎年５月に毛刈りをしてい

る。
この日は職員４人と緑のセンター
（五

月丘５）の草木染・織教室（毎年５～

豊中人権まちづくりセンターで５月

１１月開催）の受講生ら１０人が、１５

１８日、
「新聞うずみ火」の編集長、矢

センチほどに伸びた毛を刈り取った。毛

野宏さんを講師に迎え、「原発報道に隠

は洗浄して草木で染め、マフラーやス

された被災地～東日本大震災の今」が開

トールの材料となる。受講生の藤田慶子

かれた。矢野さんは３月２０日と５月７

さんは「友人に面白い催しがあると聞き

参加しました。羊の体温を間近に体験で

坂尾彰彦リサイタル

羊は大きいもので体重約 40 キロ、体長 1.2 メートル。
1 頭から約 3 キロの毛が刈り取られた

日から９日までの４日間、福島県いわき
市を取材。福島第１原発事故の報道や津
波被害、風評被害の実態など、現地取材
した記者ならではの視点で伝えた。
矢野さんは「大手マスメディアが引き

北区梅田３－４－５

毎日新聞ローカル

（５／２６日号）へお送り下さい。６月
３日消印まで有効。発表は賞品の発送を
もって代えさせていただきます。

おとうさんへ
いつも、わたしが

ねているあいだに、

ちゅーしていること、しってるよ。
ちょっと

はずかしいけど

ちょっとうれしいな。
＝五月丘小学校

川村結衣さん
（池田
「伝

揚げた被災地では、世間の関心や支援か

えよう！いのちのつながり」第１３回作

ら取り残されるのではと感じている人が

品から

多い。地震、津波、原発事故に加え風評
被害の４重苦に苦しむ福島県の実情を知
り、復興支援に何が必要かを考えてほし
い」と話した。
＝情報提供・豊中市（早川方子）

次回の

は

６月９日（木）発行

