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豊中の「おかっぴき隊」
青い光で通学路パトロール

隊員に渡すなどして密接に連携してい

る。中村秀美校長は「近所の方が見守っ

てくれるのは何よりも心強い」と話す。

子どもたちにとっても「青パトのおっ

ちゃんたち」は親しい存在で、３年生

の河野久遠（くおん）君は「あいさつ

してくれるたびに元気になる」と笑顔

を見せる。

　豊中警察署は「犯罪防止に関しては

警察だけでは限界がある。子どもたち

とのふれあいの中での警戒は、警察に

とっても心強い限り」と、おかっぴき

隊の活動に期待している（早川方子）

して２人１組で巡回する。

　自警団といっても、不審者などを追

及したり捕まえたりはしない。それよ

りも、通学路に立って子どもたちに声

をかけることなどで、自然に防犯意識

を高めるのが狙いだ。

　おかっぴき隊発足当初から参加して

きた船岡文男さん（８１）は、「地域

の安全は地域で守らないと。女性や子

どもが安心できる町にしたい」と力強

い。

　船岡さんの担当エリアにある豊中市

立北丘小学校は、毎月の学校行事表を

子
どもの登下校時間に、豊中署管

内の通学路を巡回する青い光が

ある。光の主は「豊中青色パトロール

おかっぴき隊」。車に回転青色灯をつ

け、十手を持った男の子のイラストス

テッカーを張り、学校周辺を中心にパ

トロールをしている。

　おかっぴき隊は２００５年に発足し

た自警団で、隊員は５７６人（２０１１

年４月現在）。平均年齢は６０代半ば。

女性もいる。豊中防犯協議会で犯罪・

事故を目撃した場合の対処法などにつ

いて講習を受け、地域ボランティアと

蛍光色のベストを身
につけ、下校する子
どもたちを守る船岡
さん（右から 3 人
目）。後方にあるの
が青色パトカー
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豊中・こぼれび通り　里親が育てたアジサイ
　千里ニュータウンの一角、豊中市新千

里東町の「こぼれび通り」でアジサイが

咲き始めた。６月中旬から楽しめそう。

約８００メートルの通り沿いに赤や紫、

青色に咲く色鮮やかな花は、アジサイの

里親役の市民が面倒をみている。

　こぼれび通りは千里中央から千里中央

公園に通じる小道。市が管理する街路だ

が、地域住民が「養子」として守り育て

ていくアドプトロードになっている。そ

んな“私たちの道”にアジサイを咲かせ

たいと、「こぼれび通りにあじさいを咲

かせる会」の福岡鈴子さんがアジサイの

里親運動を始めた。

　福岡さんの提案に賛同

し、挿し木や苗木を提

供してくれた人もいて、

２００６年に植えたアジサ

イは２００８年に初めて咲

いた。毎年、数を増やし、

今では３００株になった。

会のメンバーは現在４５

人。名前を公表せず、通り

がかりに見守っている人も

大勢いるようだ。

　里親制度について福岡さ

んは「自分のアジサイを決

めて、それぞれの距離感でアジサイに接

してもらえたら充分」と話す。気になっ

た時だけ水やりや草抜きをするだけでも

いい。「元気かな」と見るだけでもいい。

散歩の途中にペットボトルの水を掛ける

だけの人もいる。中には肥料を与えたり、

土を変えたりして咲かせる工夫をしてい

る人もいる。

　福岡さんは「注意することは１つだけ。

プレートがついていないアジサイを選ん

で」と語り、里親を募っている。１９日

午前１０時～午後２時、こぼれび通りで

里親について説明会を開く。福岡さん

０６－６８３３－７７０５。（進藤郁美）

「枯れた枝の根本から小さな芽を出しているアジサイを見たら、自分も
元気なる」と話す福岡さん

機関誌から④「ミズトキ」ｖｏｌ．１
　水道水の安全の秘訣は塩素。

　「塩素って危険なイメージがあります

が、水道水をそのまま飲んでも大丈夫な

の？」

　大丈夫です！

　そもそも人は生活する中で、「食塩」

という形で多くの塩素を摂取していま

す。これは体内で胃液等に使用され、必

要のない塩素は体外に排出されるため、

人体には影響ありません。水道水や加工

食品に含まれている塩素も同様、除菌・

殺菌の役目を果たしたり、腐食を抑えて

くれる働きをしていますが、身体への影

響はありません。

　また、水道水でうがいをすると、イン

フルエンザ対策や、風邪予防にも効果的

とさえいわれていますので、安心してそ

のまま飲んでください。ただ、漂白など

に使う濃度の濃い塩素は、扱い方によっ

ては危険な場合もありますのでご注意

を！

　◇「ミズトキ」は豊中市上下水道局経

営企画課（０６－６８５８－２９２１）

が発行する、水と食と美を扱った冊子。

世界１辛い！？　救急車カレー試食会
　豊中市待兼山町のインド料理店「ＭＯ

ＲＥ」で６月１２日正午から、超激辛の

「救急車カレー」無料試食会が行われる。

　「救急車カレー」は世界１辛いトウガ

ラシとしてギネスブックに認定された

ブート・ジョロキアを使ったカレーで、

「オリジナルの面白いメニューを作ろう」

と、オーナーのチャールズ・ロジャーズ

さんが考案した。「食べると救急車を呼

ばなければならないかもしれない」と

命名した。２０１０年９月に、開店１

周年イベントとして行った試食会では、

２００人以上が参加したものの、完食者

は１人だけだったという。

　イベントは高校生以上の健康な人のみ

参加可能。試食は１０００人分を用意し、

なくなり次第終了する。　（礒野健一）
刺激が強すぎるため、調理時はマスクをしないと目
やのどを痛めるという（MORE提供）

石橋の美容院でチャリティーカット
　池田市・石橋商店街にある美容室「Ｈ

ＡＳ」で５月３０日、東日本大震災の被

災者のための催し、チャリティーカット

が開かれた。呼び掛けたのは、川西市で

美容室を経営する佐尾山稔さん。美容師

仲間の８人が集まり、濱川等さんが自身

の美容室を会場として提供した。

　義援金箱が置かれ、客は帰り際にお

金を入れた。料金は１人１０００円だ

が、それ以上の金額を入れる人もいて

２万５千円が集まり、全額寄付される。

　チャリティーカットは１１月まで毎月

行われる。次回、ＨＡＳで開催されるの

は８月２９日になる。　　　（早川方子）

チャリティーカッ
トに関する問い合
わせは、0120 －
27 － 4325（ ヘ
アメイク　プライ
ム）まで

30 歳以上の豊中市民は年 1回、200 円で歯科検診
が受けられる。詳細は「広報とよなか」などで

豊中市歯科医師会が蛍池小で歯の集い
　歯の衛生週間に合わせて６月４日、豊

中市立蛍池小学校の体育館で歯の健康に

ついて楽しみながら学ぶ「よい歯の集

い」が開かれた。会場には歯科医師によ

る無料検診、歯の磨き方指導など１５の

コーナーが設置され、親子づれを中心に

１５００人以上が来場した。

　歯の集いは豊中市歯科医師会が

１９７９年から行っている。歯科医師

４６人、歯科衛生士１２人が参加したほ

か、中野寛成・国務大臣も姿を見せ、「口

は体への入り口で、歯への関心はとても

大切なこと」と話し、会場を見て回った。

　虫歯になりにくくなるというフッ素塗

布を体験した寒川賢人君（９）と魁人君

（５）は「歯を大切にしようと思った」

と話し、会場に置かれた模型などを興味

深そうに眺めていた。

　歯科医師会の後藤眞一会長は「幼いこ

ろから正しい歯の磨き方を身につけてほ

しい。検診や歯磨き指導は１０月２日の

市民健康展でも受けることができる」と

参加を呼びかけていた。　　（早川方子）
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佐々木豊さん　子どもの発想の国語辞典を出版
　池田市で小学校教師を長年務めた佐々

木豊さん（６０）＝箕面市在住＝が、児

童の自由な発想から生まれた「国語辞典」

を「あいうえおからのおくりもの」と題

した本として出版した（メディアイラン

ド刊、１５００円＋税）。

　本のもとになったのは、石橋小学校と

大阪教育大学附属小学校の４年生の国語

授業。辞典の引き方を教える際、佐々木

さんは「子どもたちがイメージを膨らま

せ、自分の辞書を作ることはできないか」

と考えた。児童は「あ」から順番に子ど

も用の辞典を開き、まず気に入った言葉

を抜き出して、意味とともに紙に写し書

きする。次は紙の裏に、その言葉から連

想するものを詩のように書く。

　例えば「あ」。あめんぼは辞典に「細

長い体と長い足を持ち、水面をすいすい

すべるように動くこん虫」となっている。

児童は本で、「あめんぼは　にんじゃだ」

と説明している。「ほほえみ」について

「ほほ笑みは合図とよくにてる」。本はこ

れらを、あいうえお順に並べている。

　佐々木さんは「子どもは発想が豊か。

短い言葉で本質をつく」と語り、「誰が

作っても面白い」と勧める。　（梶川伸）

「子どもの言葉は、詩に近い」と語る佐々木さん

子どもと楽しみたい絵本　よちよち編④
　【せんろはつづくよ】

　長男は電車が大好き。遊ぶおもちゃは

電車ばかりでした。ただ、１歳３カ月違

いに妹がおり、線路を組み立てても、す

ぐにつぶされてしまいます。そこで、私

は使わなくなったカレンダーの１枚１枚

を残しておき、セロテープでつなげ、そ

こに線路や町並みを描いて遊ばせたもの

です。この作品は、そのカレンダー線路

に似ています。線画で、淡い色使い、手

作りの温かみが感じられます。言葉も「ぱ

ふぱふ、ちゃぐちゃぐ」とリズミカルな

響きで、楽しい 1冊です。（絵本を楽し

む会・Ｍ）

「せんろはつづく
よ」文：マーガレッ
ト・ワイズ・ブラ
ウン　訳：与田凖
一　絵：ジャン・
シャロー（岩波書
店）

開催スケジュールなどはブログ（http://ameblo.jp/
babymamacafe/）に掲載される

子育てサークル⑨　ｂａｂｙｃａｆｅ
　豊中市長興寺南３、長興寺会館で月に

３、４回（月曜日）、赤ちゃんとお母さ

んたちが集まり、ヨガやリトミック（音

楽に合わせた体操）を楽しんでいる。ヨ

ガインストラクターのａｋｏ（あこ）さ

んが「ママになると体を動かす機会がな

く、子連れで行ける場所も限られている」

との思いから、安価で安心して参加でき

るサークル「ｂａｂｙｃａｆｅ」を作っ

た。ヨガ以外にもリトミックや英会話な

どの講師を招き、幅広いジャンルで親子

が一緒に楽しめる場所を提供している。

　ｂａｂｙｃａｆｅの特徴は、お母さん

たちがヨガをしている間、保育士が子ど

もを見てくれるところ。おもちゃなども

用意され、赤ちゃんが飽きないように工

夫されている。９カ月の長女と参加した

室谷麻衣さんは、「保育士がいるので安

心。子どもが少しくらい泣いても気をつ

かわなくていい」と笑顔で話していた。

参加費は１回８００円。問い合わせは

メール（babycafe@hotmail.co.jp）で。

　　　　　　　　　　　　　（早川方子）

子育てワンポイントアドバイス
◆子どもに菓子を与える年配者

　市販の菓子には砂糖や着色料などが多

く含まれていることがあるので、大抵の

お母さんは子どもにはできるだけ食べさ

せたくないと思っている。中には「食べ

ていいのは酢昆布だけ」と、徹底して砂

糖を食べさせないお母さんもいるとか。

こんなお母さんたちにとっての悩みは、

会うたびに子どもに菓子を与えるおじい

ちゃんやおばあちゃん、近所のおばちゃ

んたちだ。どう断ればいいのだろうか。

　さくらづか保育園の村上美香・副園長

は個人的な意見、と前置きしながらも、

「少しくらいなら大目に見てもいいので

は」という。年配者にとっては子どもに

菓子を与えるのはコミュニケーションの

ひとつなので、大量でなければ神経質に

なることもない。チョコレートなど、小

さな子どもには刺激的だと思った場合

は、とりあえず礼を言いつつお母さんが

受け取るなどして対応しよう。

　むしろ「甘いものは食べた後こそが大

事」と話す。家にいるときなら食後は必

ず歯磨きをさせる。外出中ならお茶や水

で口の中をきれいにする習慣を身につけ

させることが肝心だ。

　あまりに徹底して砂糖断ちさせている

と、反動のため親の目が届かない時に過

剰摂取する恐れもある。甘い物を遠ざけ

るより、甘い物との付き合い方を教えて

みては。　　　　　　　　　（早川方子）

【さくらづか保育園】豊中市中桜塚２丁

目９－２４。給食の試食会を開くなど食

育にも力を入れている

一緒に持って帰ろ（３歳）
　一枚の広告紙を見ながら…

のぞみ「これねー（広告紙）お家に持っ

て帰る！」

るい「それ　ぼくもほしい」

のぞみ「だめ！！　これ私の」

るい「それ持って帰るのだめやで！　ひ

とつしかないから　みんな　ほしくなっ

ちゃうでしょ」

のぞみ「でもこれ　わたしほしいの」

保育士「そっかぁ、じゃあどうしたらい

いのかなぁ？」

のぞみ「るいくんは、なにがほしいの？」

　二人で一枚の広告を見ながら話をしま

した。

のぞみ・るい「せんせい　ハサミできっ

て」

るい「ぼくは　これとこれ」

のぞみ「わたしは　これね。これ一緒に

持って帰ろ」

（豊中市・子どものつぶやき展より）

　明るい性格の妃

夏（ひな）ちゃん

は１０カ月。人見

知りはしません。

人にも物にも興味

を持ったらどんど

ん近寄っていきま

す。はじけるよう

な笑顔がかわいら

しいですね。

　妃夏ちゃんのまわりは、いつも笑顔で

いっぱいなんでしょうね。

わが家の宝もの
　高速ハイハ

イで、お母さ

んを置いてけ

ぼりにし、ど

こまでも進ん

でいく睦（む

つみ）君。相

当なわんぱく小僧です。

　ハイハイでこれなら、歩けるように

なったらどんだけこわい……いやいや、

楽しみです。もっともっと、たくましく

育ってね！

わが家の宝もの

五社神社（鉢塚 2）で境内にある鉢塚古墳の説明を
聞く参加者

親子で歩いた知った　池田の歴史と自然
　池田市の水月公園（鉢塚３）などで６

月５日、地域の歴史や自然を知ろうと、

ドラマチックスタンプラリーが行われ、

親子連れを中心に約１００人が参加し

た。

　午前１０時１５分に水月公園を出発し

た参加者は、渋谷公園、茶臼山古墳など

を回り、２時間ほどでゴールの五月山児

童文化センターに到着。各ポイントで、

地元の人が歴史や自然について説明する

のを興味深く聞いていた。

　父親と参加した橋本智恵子ちゃん（５）

と和志くん（３）姉弟は、ゴール後に行

われた宝探しゲームで、カブトムシとク

ワガタムシのつがいセットをもらい「う

れしい」とニッコリ。スタンプラリーは

「疲れたけど楽しかった」と話した。

　今回のイベントは鉢塚・緑丘、秦野、

五月丘の３コミュニティ推進協議会が共

同開催した。五月丘の野口実会長は「こ

れをきっかけに交流を深め、またイベン

トをやりたい」と話した。

　　　　　　　　　　　　　（礒野健一）

初めは恐る恐る作業をしていた児童たちも、最後に
は「もっとやりたい」「上手にできた」と大喜び

桜井谷小学校　校庭の一角で児童が田植え体験
　豊中市柴原町３、豊中市立桜井谷小学

校５年生の児童１１８人が６月３日、地

元農家の協力を得て校庭内の一角につ

くった広さ約５０平方メートルの水田で

田植えに挑戦した。コメ作りを通して

食と自然の大切さを学んでもらおうと、

２００７年から授業の一環として行って

いるもので、体操服に着替えた児童らは

泥んこになりながらも貴重な農業体験を

楽しんだ。児童からは「おコメを大切に

食べようと思った」などの声が聞かれた。

　コメは１０月に収穫し、地域住民を招

いて行う「感謝祭」で振舞う予定。

　　　＝情報提供・豊中市（早川方子）

告知
毎号10.8万世帯にお届けできます。

をしてみませんか？

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

マチゴトは情報発信の大きな味方です！
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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。

教えま
す
売りま

す
買いま

す
サービ

ス情報
募集し

ます
イベン

ト情報 人材募
集

OPEN
しまし

た

高齢者～子供向け、セルフリフレまで
個人 1 回 2 時間 10,500 円～ 詳細問合
豊中駅徒歩 3 分 パドマ 06-6857-7677

あなたにもできるリフレクソロジー

月 4千円 /入学金 3千円、教材購入無
それぞれのペースでお稽古、見学自由
蛍池浪速きもの学院 06-6843-1441

着付教室　蛍池駅近

総勢 12名のアマチュア落語家による
入場無料の落語会。昨年の社会人落語
日本一決定戦 3位の立の家猿之助さん
も出演。周辺では「落語商店街」と題
して、落語にちなんだ商品の販売や飲
食ブースも出店。ワゴンセールも！
日時：6月 12日（日）11:00 ～
場所：池田栄町一番街
問合せ：いけだ 3C　072-751-5591

九時間耐久「引札寄席」

うっふぷりん豊中店へこちらの切抜きを
持参頂くとプレゼント。お1人1個まで。
先着 100名。有効期限 '11 年 6月末

お好きなプリン1個プレゼント

きめ細やかなサービスがモットーです。
お気軽にご相談下さい。無料体験受付中
電話 06-6853-1477（日曜日休み）

デイサービスおかげさま　上野西

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”
★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
blog キャンペーン開催♪詳細はＨＰで
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

美肌＆美唇　キャンペーン！！

お客様満足度 100％の実績！
大切な方へのセンス溢れるギフトを、
心をこめてお探し致します。
お品選びから発送まで全てお任せ下さい
★詳細はＨＰで http://nstyle.gotohp.jp
★資料のご請求は FAX06-6854-5295
またはメール nstyle@gotohp.jp で
ギフト選び代行サービス NorikoSTYLE
The GIFT!（ノリコスタイルザギフト）

贈り物にお悩みのすべての方々へ

片岡・豊中市議会議長　手作りの弁当も持参
　豊中市初の女性市議会議長として選ば

れた片岡潤子さん（公明党）は議員生活

１２年、４期目の６１歳で、ほとんどの

日は弁当を作って議会に通う。

　「外食ばかりだとカロリーが気になる

から」と恥ずかしそうにほほ笑んだ。

　１９７３年に大阪市淀川区から転居し

た。住居の建て替えに伴った１年限りの

仮住まいのはずが、交通の便のよさ、庶

民的な雰囲気がすっかり気に入り、以来、

豊中市に住んでいる。

　結婚してから主婦をしてきたが、２人

の息子の子育てが終わった４９歳の時に

「世話好きが高じて」市議に立候補。主

婦時代から学校のＰＴＡや地域のボラン

ティア活動に積極的だった。

　「人が好きなんです。とにかく人と交

わって何かの役に立つのが１番の喜び」

　議長に選ばれて公務が増え、街頭に立

つ機会が減ったのは悩みでもあるが、１

人でも多くの市民に議会を傍聴してもら

うのが議長としての目標だという。

　「女性ならではの親しみやすさと庶民

感覚で市議会をＰＲしていきたい」

　笑顔になると、丸顔がよりふっくらし

て見えた。　　　　　　　　（早川方子）

「市議会はインターネットを通じても傍聴できる。
ぜひ利用してほしい」と話す片岡さん

渡邉・池田市議会議長　息抜きは手作り人形劇
　池田市議会の７０代目議長に選ばれた

渡邉千芳さん（市民クラブ）は、初めて

議長選挙に名乗りをあげ、その椅子に

座った。「池田市の将来を見据えた議論

ができる議会にしたい。改選後、４会派

から６会派に増え、調整が大変だが、円

滑な議会運営に努めたい」と抱負を語る。

　関西大学法学部卒業後、市の職員に。

国民健康保険などの社会保障制度に携

わり、１３年間の勤務を経て、４５歳

で政治の世界へ身を投じた。初当選は

１９９９年。議員生活は４期目に入った。

　池田独特の地域分権政策は「市民の

１０％が賛同して、初めて成功と思うが、

まだ足りない」と市への注文を忘れない。

小中学校一貫教育については「２０年後

を見据えた議論が必要」と訴える。

　多忙な公務の息抜きは人形劇。「脚本

を書き、人形を作り、芝居する。１人で

全部できるところがだいご味。自分の世

界に浸るのも楽しくて、脚本は５０本ぐ

らい書いた」。人形劇は大学時代に始め、

各地で公演したこともあった。「今は遠

出する時間がなくて」と残念がる。人形

劇の話を始めると、「議長」としての真

剣な表情が柔らかくなった。（進藤郁美）

17 歳と 14 歳の 2匹の愛犬の散歩が日課。猪名川
河川敷を 2キロ歩く。「夏の朝 5時の猪名川が好き」

　豊中市議会は５月２０日、議長に片岡

潤子さん（公明党）を、２４日には副議

長に上垣純一さん（自民党）を選んだ。

片岡さんは、豊中市では初めての女性の

市議会議長となった。上垣さんは昨年ま

で建設水道常任委員会副委員長を務めて

いた。＝情報提供・豊中市

豊中・正副議長決まる
　市立豊中病院が病院敷地内に乗り入れ

るタクシーを禁煙車のみに制限した。対

象となるのは敷地内で客待ちをするタク

シーで、乗客を乗せて来院するタクシー

や患者が指定して呼んだ場合は喫煙車で

も構わないが、敷地内で客待ちをするこ

とはできない。＝情報提供・豊中市

禁煙タクシー以外お断り

1 番前が水戸守さん。会員は 40～ 70代

会員募集④　豊中ヨガ協会
　豊中ヨガ協会は発足して１年の新しい

サークルだ。講師の水戸守みゆきさんは

「日々の生活の中で起きる体の傾きや、

左右の手足のアンバランスの補正」を基

本に置いている。ヨガのポーズを決める

こともさることながら、体を伸ばすこと

による健康づくりにも重点を置く。

　豊中市中央公民館で毎週水曜日の午後

２時半から３時半まで、ヨガに取り組ん

でいる。会費は１回１０００円。

　最初から参加している曽我部恵美子さ

んは「自分の写真を見ると、左肩が下がっ

ている。横座りはいつも同じ方に足を出

す。それを直したかった」と始めた動機

を語る。全盲の今井悦子さんは「習った

方法を思い出しながら、家でストレッチ

やっているが、体の調子がいい」と喜ん

でいる。

　会員を募集中。連絡は池田晴彦さん

（０６－６８５３－２６８６）。（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

笑顔いっぱいのフロントスタッフと支配人の田手さ
ん（後列左）

大阪空港前にホテル東横インがオープン
　豊中市蛍池西町２に４月２６日、東横

イン大阪伊丹空港がオープンした。客室

数は２９６。無料で手作り朝食をサービ

スしたり、空港から無料シャトルバスを

運行したりするなど、便利で快適に過ご

せるようサービスを充実させている。

　支配人の田手愛子さんは「ホテルは

人なんです。人次第で良くも悪くもな

る」と話す。支配人に採用されたのは

２００７年。東横インの「おかみさんが

いる駅前旅館」というコンセプトに「世

話好きな自分に合っている」と思った。

３年７か月間の心斎橋西（大阪市西区）

の勤務を経て、新しいホテルを任された。

　４３人の従業員はみな新人。田手さん

が採用し、笑顔、気遣い、心配りの大事

さを教えている。「スタッフの仲がいい

ホテルは、お客さんも居心地がいい」と

話し、「笑顔が絶えないホテルにし、安

心して利用してもらえるよう頑張ってい

ます」と意欲を見せる。

　シングル４９８０円から。予約は０６

－６８４２－１０４５。　　（進藤郁美）

お問い合わせは、毎日新聞ローカルまで 

☎06-6346-8255

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。
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音楽サロンくつろぎ　シニアに人気のピアノ講座
　大人を対象とした初心者向けピアノ講

座が人気を呼んでいる。阪急蛍池駅近く

の「とよなかインキュベーションセン

ター」（旧蛍池公民館）で、「音楽サロン

　くつろぎ」が１月に初心者向け講座を

始めたところ、「同世代と一緒なら気が

ねなくできる」とシニア世代が集まった。

練習は週に１回、６回で１クール終了だ

が、全員が今もレッスンを続けている。

　会場にはグランドピアノ

１台のほか、電子ピアノ３

台があり、講師２人が順に

レッスンをつける。曲は各

自が好きなものを選ぶ。豊

中市の荒矢節子さん（５７）

はゆっくりとだが、大好

きなショパンのノクターン

第２番を弾けるようになっ

た。「仲間がいるから続け

られる。先生も優しく、レッ

スンに来るのが楽しみ」

　代表の吉田寛子さんは受
代表の吉田寛子さん（右）。レッスンの後は、お茶とお菓子を囲んでみ
んなでおしゃべりをする。レッスンの見学は事前に申し込みを

講生の上達ぶりに驚きながら「何かを始

めるのに年齢は関係ありません」と笑

顔。好評のため、新たにシニア向けクラ

スを設けることになった。６月２２日、

２９日、７月７日、２０日、２７日、８

月３日の６回で１万円（お茶とお菓子

つき）。午後１時～３時。電話／ＦＡＸ

０６－７８９８－１３１１▽携帯０９０

－８９８７－８１８９。　　　（早川方

健康・美容系の出店お手伝い　初期費用０円
　「健康・美容関係のお店を出してみた

い人は連絡して」

　元気な声でそう話すのは、池田市のサ

カエマチ商店街ほか、阪急石橋駅、蛍池

駅からすぐの場所に４店舗を出すヘルス

薬品チェーン・ホタルドラッググループ

の吉崎光則さんだ。

　吉崎さんが提案するのは、リラクゼー

ションやネイルケアなど、薬店と親和性

のあるサービスを、店舗の

空きスペースで提供する試

みだ。「技術があっても発

揮する場がない人は多い。

仕事道具を自分で用意し

て、週５日くらい、しっか

りやりたい人には喜んで場

所を貸します。敷金のよう

な初期費用は無し。家賃は

売り上げの数％でいい」

　店が出す広告で、サービ

スを紹介することも可能。

「その代わり、店の手伝い
ホタルドラッグ蛍池店の様子

をお願いするかも」と笑う吉崎さんは、

街のイベントや祭りでも「頼まれると嫌

と言えない性格」と頼りにされている。

「店でする健康や漢方、美容相談との相

乗効果を期待したいね」

　スペースの貸し出しはサカエマチ池田

店、石橋店、蛍池店。詳しい問い合わせ

は、ホタルドラッグ・フリーダイヤル

０１２０－０６３－１１３。（礒野健一）

災害時のライフライン②　豊中・雨水貯留施設

豊中市立南桜塚小学校の校庭貯留の様子（豊中市提
供）

大阪空港地下に建設された雨水貯留施設。建設は大阪府と国土交通省が共
同して行い、維持管理は豊中市上下水道局に委託されている

　近畿地方は平年より１２日早く、５月

２６日に梅雨入り宣言が出された。しと

しと降り続く雨も気になるが、短時間に

猛烈な雨量を記録するゲリラ豪雨は、都

市型洪水を引き起こし大きな被害をもた

らすため、気を付けなくてはならない。

　豊中市では２００６年８月、１時間に

１１０ミリという豪雨があった。１０年

に１度の大雨として想定される値は１時

間に５１．１ミリ。その倍以上の降水量

を記録し、床上浸水１０３戸、床下浸水

２２５戸の被害を出し、国道１７６号も

冠水した。

　こうした記録的な豪雨まで対応してい

くのは難しいが、市では一時的に雨水を

ためて下水管への負担を軽くし、家屋へ

の浸水を防ぐよう、雨水貯留施設を２４

カ所に設置している。

　このうち、市内の１０小学校（南

丘、東豊台、原田、南桜塚、北条、小曽

根、豊南、野田、島田、庄内西）では、

２００３年から２００７年にかけて校庭

貯留工事が行われた。これは校内から下

水道への流入口を小さくし、雨水の流れ

込む量を減らす仕組みで、国のモデル事

業でもある。雨水はその間校庭にためら

れるが、児童の安全を考え、貯留時の水

深は３０センチとなっている。

　大阪空港の地下にも、巨大な雨水貯

留施設がある。空港周

辺は豪雨による浸水被

害が度々発生しており、

１９９４年９月にはター

ミナルビル地階が浸水

し、空港機能が停止した。

２００８年に完成した貯

留施設は、幅５．７５メー

トルの管を１．８４キロ

メートルに渡って空港東

側の地下に設置したもの

で、約４万５０００立方

メートル、５０メートル

プール約３０杯分を貯留

することが可能だ。

　一時的にためた水は雨

が上がった後、ポンプで

くみ上げて猪名川へ流さ

れる。完成後はまだ大雨

に見舞われたことがない

ため、本領を発揮したこ

とはないものの、有事

に備えて点検に余念はな

い。

　　　　　　（礒野健一）

能勢街道⑮　石橋～水月公園
　石橋駅を出て、石橋商店街を北に行く。

「毎月１８日は　おはこ市」ののぼりが、

にぎやかに並んでいる。商店街を抜ける

と箕面川が流れていて、道は赤い欄干の

箕面橋を渡る。こちら側から商店街を見

ると、入り口のアーケードに「ここは能

勢街道　歴史の道　落語の道」と書いて

ある。

　橋のたもとに、石橋の地名に関する説

明の石板があった。「昔、西国街道と能

勢街道の交差点の西側に、中央に丸い浅

い孔（あな）のある長さ２メートルほど

の一枚石の橋があり、石橋の地名になっ

た」と書いてあった。

　能勢街道の案内板も近くにある。簡単

な説明のある地図で、箕面川について「オ

オサンショウウオが流れてくることもあ

る」と書いてあった。池田市内の能勢街

道の要所に案内板が立てられ、軽いコメ

ントがついていて面白い。

　国道１７６号を越える。念のため、間

違っていないか男性に尋ねると、「街道

は１本池田側の道で、阪急バスの営業所

の中を通る」と教えられた。「営業所の

中？」と、けげんに思いながら歩いてい

くと、確かにその通りだった。左右にバ

スが駐車していて、その間を歩いていく。

ただし、道には白いペンキで「市道」と

大書され、道幅は白い線で示してあった。

　二子塚古墳を右手に見る。墳頂に稲荷

（いなり）をまつっているので、地元の

人は稲荷山古墳と呼ぶ。１０を超える赤

い鳥居をくぐって登っていくと、途中で

鉄の網越しに石室が見える。

　やがて道は、井口堂３で三差路となる。

石仏のレリーフが立っていて、「右大坂」

の大きな文字が刻んである。その横に道

標があるが、字は判読できない。資料に

よると、「右ハ大坂道　南無阿弥陀佛（な

むあみだぶつ）　左ハ京道」の文字が刻

んであるという。

　ここにも街道の案内板がある。ここか

ら有馬街道が分かれるので、コメントは

「昔、豊臣秀吉、北政所らはこの道を通っ
能勢街道は阪急バスの営業所の中を通るように進む

て有馬の湯に行っていたかも」だった。

　水月公園に着く。姉妹都市の中国・蘇

州市から贈られたあずまや「斉芳亭」の

周りはハナショウブ園で、紫の早生宜見

（わせかつみ）、黄色の金鶏（きんけい）

といった種類が満開だった。　（梶川伸）
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編集長のズボラ料理⑫揚げイカのフライパン焼き

居酒屋夫婦と、スーパーの店員に教えてもらった作り方をミックスした。オーブンで焼く方法もあるそうだ

　２００３年に広島県尾道市に遊びに

行った。昼食は魚の店「おがさ」でとり、

夜は駅の売店のおばちゃんに聞いた居酒

屋「くしま」に行った。

　先日、尾道に行く機会があり、２つの

店を再訪することにした。おがさを探し

たが見つからない。「店の名前が変わっ

た」という人がいて、教えてもらった「ざ

こや」に入った。しかし、どうも印象と

異なり、しっくりこなかった。

　８年前に来たことを告げると、主人は

唐突に「いつまでもお元気で」と言う。

この一言で、記憶がよみがえった。前回

もそうだった。今回も追加注文の際にも、

帰り際にも「いつまでもお元気で」。計

３回。どこかユーモラスな口癖である。

　くしまの思い出はイワシの刺し身であ

る。手でさいて皿に盛ってあった。トロッ

とした味もさることながら、５００円と

いう安さがうれしかった。今回も頼むと、

同じ値段で出てきた。生きのいいイワシ

が入った時、そして手間がかかるので客

が少ない時しか出さないそうだ。

　ＮＨＫドラマ「てっぱん」の影響で、

尾道のお好み焼きが人気だという。店の

夫婦に特徴を聞くと、揚げイカが入って

いるとか。揚げイカは、スルメに衣をつ

けて揚げたもので、関西でも同種のもの

が、「イカ天」や「いかフライ」などの

名前で売られている。尾道では、揚げイ

カを焼いて食べると教えられた。しかも、

島谷食品のものがいい、と強調する。家

でやってみるぞ、と固く心に決めた。

　翌朝、ホテルのフロントで、１番近い

スーパーを教えてもらった。船に乗るの

だが、あまり時間がない。早足で１０分

ほど歩き、開店と同時に突入した。菓子

コーナーに走る。たくさん並んでいるが、

目指すものがない。店員に尋ねると、島

谷食品は魚コーナーに近い別の場所に山

積みにされていた。幅が広く大型で、袋

も大きい。５９８円のものを２袋買って、

船着き場に急ぎながら自問自答した。「何

で、朝から汗をかかんといかんのや」

　家でさっそく食べた。油を入れずに熱

したフライパンで、揚げイカを軽く焼く。

衣の油分が落ち、表面はパリパリになる。

皿に盛り、軽くソースをかけ、青ノリを

ふる。それをつまみながら、「いつまで

も元気で」と願い、百薬の長を口に運ん

だ。ソースをかけすぎたせいか、ビール

が進んだ。健康に良くないな。（梶川伸）

笑顔が絶えない　パン工房ｈｏｎｏｈｏｎｏ
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【パン工房 honohono】豊中市曽根南町 1－ 22－ 3　ハーツアベニュー E3▽ 7時半～ 18時半（無くなり次
第終了）▽日曜定休▽ 06－ 6862－ 3282

　豊中市曽根南町１にある「パン工房ｈ

ｏｎｏｈｏｎｏ（ホノホノ）」は、オー

ナーの金谷杏美さん（＝写真左）と、友

人の舟引祥子さんが４月２５日に開店さ

せた。店内は香ばしい香りが漂い、２人

の笑顔が絶えない。「自分たちが楽しみ

ながらパンを作って、お客さんも楽しん

でもらえたら最高」と口を揃える。

　母親でもある金谷さんは、子どもが２

歳になったら店を始めよう、と思ってい

た。２０１０年１１月ごろ舟引さんに「一

緒にやるよね」と声を掛け、準備してき

た。「開店するために蓄えた貯金は全部

使い切った」と楽しそうに話す。

　２人の出会いは製パンの専門学校。舟

引さんを「かわいい子やな」、金谷さん

を「無愛想で怖かった」と、互いの第一

印象を話す。２人は「半分冗談でいつか

一緒に店をやろうと話していた。偶然、

２人のタイミングが合って、やるなら今

かな」と思い切った。ホノホノはハワイ

語でブラブラ歩く、散歩の意味。「ぶらっ

と立ち寄ってもらえたら」の願いを込め

た。言葉の響きも気に入ったそうだ。

　店には角食パンや調理パン、菓子パン

など３０～４０種類が並ぶ。「普通とい

うのもつまらないので、おもしろいパン

を作りたい」と、イチジクにコーヒーを

組み合わせたり、ポン酢とバターで炒め

たセロリを具に使ってみたりする。それ

ぞれが作りたいパンやアイデアを持ち

寄って商品にしていく。金太郎あめのパ

ンバージョン「パンダ」（２７０円）は、

切っても切ってもパンダの顔。「店に並

んだらかわいいし、子どもたちが喜んで

くれるのでは」と舟引さんが考えた。金

谷さんは「子どもが食べやすい形やうす

味のパンも充実させたい」と話す。

　「これから種類も増やしたいし、作っ

てみたいパンもある」と２人ともパン作

りに情熱を傾けている。　　（進藤郁美）
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お父さんへ
いつも、朝はやくから夜おそくまで働い

てくれてありがとう。

お父さんは、ＡＮＡのせい備士で、すご

く大変で危ないところで働いていて心配

です。

私が小さい頃お母さんに「今日オイルが

目の近くに落ちてきたよ」と言っていた

そうです。オイルが目に入ったら失明し

てしまいます。

そんなに危険なのにがんばって仕事をし

ています。

前に飛行機を点検しているとき、エンジ

ンが故障している所を見つけたので、表

彰状をもらって帰ってきました。

私にとってお父さんは、私達のためにも、

飛行機に乗ってくれるお客さんのために

も、仕事をしてくれて、すごくやさしく

て、カッコイイ、お父さんでよかったなぁ

と、ずっと思っています。

最近は出張や夜勤などで家にいるのが少

しで、心配です。

体だけは大切にきをつけて働いてくださ

い。

がんばれーパパ！

＝石橋小学校６年（２０１０年）　疋田

結奈さん（池田「伝えよう！いのちのつ

ながり」第１３回作品から）

花菖蒲まつりではイベントが盛りだくさん。阪急バ
ス水月公園前下車。市内巡回観光バスも運行

花菖蒲まつり　池田・水月公園で１１、１２日
　池田市鉢塚３の水月公園のハナショウ

ブが見ごろを迎え、しっとりとぬれた花

があでやかさを増している。

　公園内には約６０種６０００株が植え

られている。中国・蘇州市から贈られた

斉芳亭と、大阪教育大学附属池田小学校

事件の後に設置された平和安全祈念モ

ニュメントを背景に、紫やピンク、白色

の花が次々と咲き競う。

　６月１１、１２日は花

菖蒲まつりが開かれ、ミ

ニＳＬ試乗やふれあい動物

園、模擬店などでにぎわ

う。隣接する水月児童文化

センターでも、もちつきや

コンサート、竹細工、和太

鼓演奏などがある。問い合

わせは池田市観光・ふれ

あい課０７２－７５４－

６２４４▽水月児童文化セ

ンター０７２－７６１－

９２３３。　　（進藤郁美）
斉芳亭を背景に咲くハナショウブ

　マチゴトは池田市街や五月山ハイキン

グコースの地図「池田ＭＡＰ」を５人

にプレゼントします。はがきに、希望

商品名、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し、

〒５３０－８２５１大阪市北区梅田３－

４－５　毎日新聞ローカル（６／９日号）

にお送り下さい。６月２３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。

「池田ＭＡＰ」プレゼント

池田市観光協会が発
刊。市内を通る 8 つ
の街道を分かりやすく
表示。携帯に便利なコ
ンパクトサイズ

ダイエー３店　似顔絵で、お父さんありがとう
　６月１９日の「父の日」に合わせ、ダ

イエーの池田駅前店（池田市満寿美町

２、０７２－７５３－４１４７）、千

里中央店（豊中市新千里東町１、０６

－６８３３－９６５１）、曽根店（豊

中市曽根東町３、０６－６８６２－

３２３２）で、恒例の「父の日児童画展」

が開かれている。１９日まで。

　１９８０年代前半にダイエーが集客

アップを図ろうと始めた企画展で、毎年、

地元の子どもたちが描いた父親の似顔絵

を展示している。各店舗にはお父さんの

笑顔があふれる、のびのびした作品５０

～８０枚が並んでいる。　　（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。

６月下旬の催し物ピックアップ
1 7（金）
おいしいもの展（18日まで）／豊中市西緑丘2-4-16、雑貨屋soraji
11 時～ 17 時。開店 5周年を記念し、豊中市や周辺地域の「おいしいもの」と、それにまつわる雑貨

を出展。イートインスペースはないのでテイクアウトのみ。出店は「森のおはぎ」（中桜塚 2）、ハ

チミツ専門店「Atorium38」（中桜塚 3）、創作菓子工房「simarisu」（向丘 2）など 20 以上。soraji 

06-6850-7207。

1 8（土）
DADDY's CAFE／豊中市・おかまちコミュニティカフェkitto
16 時～ 18 時。「語ろう！つながろう！～家庭、教育、地域にダディズパワーを！～」をテーマに、

父親として地域との接点や出会いの場を作り、子育てや教育について情報交換する。参加費 500 円、

飲食代は実費。おかまちコミュニティカフェ kitto  06-6841-5120。

スマイルフェスタ／池田市立山の家
11 時～ 15 時。午前にゲーム大会、午後にスーパーボールすくいや輪投げなどの縁日。運営はフリー

スクール・スマイルファクトリーの子どもたちが行う。参加費 400 円、大人の付き添い参加 200 円。

要申し込み。池田市立山の家  072-751-1058。

1 9（日）
わくわく子育て応援ライブ／池田市・水月児童文化センター
10 時半～ 12 時。5 歳までの幼児と保護者を対象に、あそびうた作家の小沢かづとさんと小倉げんき

さんがライブ。先着90人（入場無料）。14時からは子育てに関心のある人や保育関係者向けの講習会。

先着 50 人（1500 円）。いずれも申し込みが必要。水月児童文化センター 072-761-9233。

東日本大震災復興チャリティー・ライブイベント「STAND UP!!」／池田市・栄町商店街の関関COLORS
ほか
10時半～15時。関関COLORSの1周年記念と被災地へ元気を送るライブ。ゴスペルクワイア、池田ジュ

ニア合唱団など出演。無料。関関 COLORS　072-753-6839。

2 2（水）
阪大生のカフェ！？（24日まで）／池田市・石橋商店街・クルルいしばし
16 時半～ 20 時（24 日は 21 時まで）。阪大生が商店街に開くカフェは、ギター演奏や似顔絵描きなど、

楽しい企画もたくさん。石橋×阪大　ishibashi.handai@gmail.com

2 4（金）
二胡ミニコンサート＆無料体験会／豊中市・千里文化センター「コラボ」視聴覚室
13 時半～ 14 時半。中国の楽器・二胡のミニコンサートと無料体験会。バイオリンの有名曲の演奏も

ある。参加無料。前日までに申し込み。豊中中国音楽愛好会  06-6855-8669。

2 5（土）
第４回猪山寄席（いのやまよせ）／池田駅前南会館（サンシティ池田）
14 時開演。落語みゅーじあむ（池田市栄本町）で落語を習う７人が日ごろの成果を発表。創作落語

やウクレレを使った出し物も披露する。無料。落語愛好会オフィス猪山　090-1950-4246。

2 9（水）
大阪音楽大学「2011年度夏期受験講座」「第63回音楽基礎科目到達度テスト」申込受付開始／豊中市庄内
幸町1-1-8、大阪音楽大学
音楽大学への受験を目指す方（高校生一年生以上）を対象に、7月 31 日（日）から「受験講座」を開講。

受験入門講座・ソルフェージュ・楽典・鍵盤楽器・実技レッスンから選択できる。また、大阪音大（4

年制）の受験に必要な音楽基礎科目（ソルフェージュ・楽典・鍵盤楽器）の学習到達度を調べる「音

楽基礎科目到達度テスト」を 8 月 3 日（水）に実施。いずれも申し込みは 7 月 6 日（水）必着。要

項の請求・問い合わせは、大阪音楽大学入試センター 06-6334-2507。

第９７回月なみ九雀の日／豊中市立伝統芸能館
19 時開演。出演は桂九雀、露の眞、月亭一太遊。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（木）
フルート演奏と本の朗読／豊中市・蛍池公民館
13 時半～ 15 時。フルート演奏・西田麻希子、朗読・詫間晃子。フルートの音色を聴きながら、金子

みすゞ、星野道夫など自然と人間を考える作品を鑑賞する。定員 30 人。6月 9日 13 時半から電話申

し込み受付。先着順。無料。蛍池公民館 06-6843-5561。

83.7ＭＨｚ　ＦＭ千里の声④前出英子さん
◆「前出英子の素敵にリフォーム」担当

（日曜日１０時～１１時）

　「部屋を片付けたくてもうまくいかな

い」「収納方法に迷う」といった、家に

関する悩みを持つリスナーに対して片付

けの奥義を伝授している。いわく「片付

けとは、人生の棚卸（たなおろし）」。

　リフォーム会社の代表という職業柄、

これまでにさまざまな家を見てきた。自

身も２０年間、団地に住んでいた経験か

ら「家が狭い、収納場所がない、という

のは片付かない理由にならない」と断言

する。

　使わない食器や何年も着ていない服は

思い切って処分する。前出さんは「物は

少なければ少ないほど便利」と話す。

　「汚れやゴミは借金と同じ。後回しに

するほど大変になる」「家の中の様子は

顔に出る」「大そうじより小そうじ」

　掃除意欲を呼び覚ます名言がぽんぽん

と飛び出す。部屋が片付かないなと思っ

たら、前出さんの話を聞いてみよう。きっ

と掃除がしたくなるはず。（早川方子）

＝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

「今の自分に何が必要で、何が大切なのかを見極め
て」と語る前出さん
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