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池田・綾羽こども館オープン
人形劇、本と遊ぶ地域拠点

半～５時）はへのへのもへじ文庫を開

き、本に触れたり、読み聞かせをした

りと、“本と遊ぶ場” を提供する。

　運営メンバーのひとりで、こども館

事務局長を務める吉田洋子さんは「親

子がゆったりと過ごせる温かい居場所

にしたい。子どもたちがわくわくする

楽しい空間を作りたいというのがみん

なの思い」と話している。

　「綾羽こども館」についての問い合

わせは人形劇のねこじゃらし・吉田さ

ん（０９０－７３４３－９３６７）へ。

　　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

　公演後には、「また来たい」「隠れ家

みたいで面白い場所」といった観客か

らの声もあった。こども館を運営する

３団体のメンバーは「やっと自分たち

の小屋が持てた」と喜びながら、「小

屋を育てていくのはこれから。池田か

ら子ども文化を発信したい」と意欲を

燃やしている。

　こども館は２０１０年秋に、２階建

ての民家を借り受けて準備をしてき

た。せっぽく座とねこじゃらしが人形

劇の定期公演や単独公演、けいこ場と

して使うほか、毎週金曜日（午後２時

地
域に根ざした子ども文化の拠点

を作ろうと、池田市で活動す

る人形劇団せっぽく座、人形劇のねこ

じゃらし、へのへのもへじ文庫が池田

市綾羽１に「綾羽こども館」をオープ

ンさせた。

　５月２２日のこけら落とし公演は、

定員を超える観客が集まり、うれしい

船出となった。池田の民話をもとにし

たせっぽく座の「きつねのしかえし」

や、ねこじゃらしの生の音楽を使った

「まねっこきつね」に、大人も子ども

も笑いが絶えなかった。

綾羽こども館を運営
する人形劇団せっぽ
く座、人形劇のねこ
じゃらし、へのへの
もへじ文庫のメン
バー＝ 6月 12日
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日本人は和食　千里山病院院長・圖司茂和さん
　糖尿病の初期治療では血糖降下剤の薬

物療法が一般的だが、これとは別に強化

インスリン療法というものがある。これ

は初期段階から短期間インスリン注射を

行い、疲労した膵（すい）臓を休ませ機

能回復を図るもので、千里山病院ではこ

の療法を積極的に取り組んでいる。

　院長の圖司（ずし）茂和さんは、強化

療法に加えて食生活の改善も大切だと話

す。「昔ながらの和食が１番健康的で血

糖値も安定する」と力を込める。

　「米はそれだけでほぼ完全食。必須ア

ミノ酸で足りないリジンは、豆に多く含

まれているから、みそ汁や納豆で補完で

きる。カルシウムも牛乳ではなくワカメ

などの海藻からとればいい」

　肉食にも否定的だ。「高カロリーの食

事をおいしく感じるのは、人類が飢餓状

態にいた時の名残。また、獣や鳥の体温

は人間より高く、その脂は体内で溶けに

くいが、魚は体温が低く脂も完全に溶け

る。日本人は昔から理想的な食事を確立

していたんです」　　　　　（礒野健一）

【医療法人翠明会　千里山病院】豊中市

東寺内町５－２５▽０６－６３８５－

２３９５▽土曜午後、日祝、年末年始休

圖司さんは大阪大学工学部から一般企業に就職後、
広島大学医学部に入り直して医師になった

丸１日笑った　九時間耐久引札寄席
　池田市のサカエマチ商店街で６月１２

日、九時間耐久引札寄席が開かれた。こ

れは毎月、落語にちなんだ町おこしをす

る、「おたなＫＡＩＷＡＩ」が開いてい

る引札寄席の拡大版で、商店街の特設会

場で午前１１時から午後８時まで、１２

席の落語のほか、大喜利や店主の秘話が

訪れた観客の笑いを誘っていた。会場周

辺には、おたなＫＡＩＷＡＩの参加店が

食べ物を中心に屋台を出し、それを食べ

ながら落語を楽しむ客も多かった。

　マチゴトもイベントに合わせて「おた

な支局」を開設した。高座に立った学生

落語家などのインタビューを行い、すぐ

に記事にまとめて号外を発行。受け取っ

た観客は「さっき見たものが、もう新聞

になっている」と驚いていた。（礒野健一）
九時間耐久引札寄席で高座に上った学生落語家

　　　　　　講師の優子さん

モデルの優子さんが歩き方レッスン
　現役モデルの優子さんが池田市城南２

の iＴＯカルチャースペース池田で開い

ているウォーキング教室で、７月１４日

から新たに朝レッスンを始めるのを前

に、６月３０日、７月７日午前１０時半

から体験レッスンを開く。

　優子さんは「小さい子どもがいても、

気軽に近場で行けるウォーキング教室

を」と、午前中にレッスンを加えるこ

とにした。普段の姿勢や歩

き方などを個別にチェック

し、正しい姿勢でのウォー

キングのコツを教える。

　「姿勢や膝の曲がりを見

るので、体のラインがわか

る服装で来てほしい」と

優子さん。体験レッスンは

５００円。問い合わせ、申

し込みは優子さん０８０－

６１０９－３３８１へ。

　　　　　　　（進藤郁美） 定期朝レッスンは第 2、4木曜 10時半～ 11時半に開催

機関紙から⑤とよなか国際交流協会おしらせ
【とよなか　こくさい　こうりゅう　

きょうかい　おしらせ２月号・外国人の

相談あれこれ】

　Ｄくんは、お母さんがスタッフと同じ

Ａ国出身で、お父さんは日本人ですが、

ＤくんがＡ国のことをよく思っておら

ず、お母さんを馬鹿にする態度が見られ

ることが先生は気になっていました。Ｄ

くんは、自分がＡ国にルーツがあること

もオープンにしていなかったそうです。

　先生とスタッフが話し合い、Ｄくんの

クラスで、Ａ国とその文化を紹介する授

業をすることにしました。とよなか国際

交流協会では、学校への講師派遣事業も

行っています。スタッフは授業で、「Ａ

国に行ったことがある人！」と声をかけ

ました。すると、Ｄくんは勢いよく手を

挙げました。それには先生もびっくりし

ました。Ｄくんは授業でＡ国のことをた

くさん話しました。授業の写真のＤくん

は、大きな笑顔でした。

（とよなか国際交流協会は世界とつなが

る多文化共生社会をつくる活動してい

る。０６－６８４３－４３４３）

すっきり涼しく　アルパカを刈るパカ
　池田市綾羽２の市立五月山動物園で６

月１８日、人気者のアルパカの毛刈りイ

ベント「刈るパカ」が行われた。

　もともとペルーの高地に住むアルパカ

には、大阪の夏は負担が大きいため、少

しでも涼しくなってもらおうと毛刈りを

実施した。この日毛刈りが行われたのは

オスのオークン。アルパカはおく病な動

物なので、集まった見物客に驚いた様子

だったが、飼育員がシートの上に寝かせ、

ペットトリマーの勉強をする専門学校

生らが毛を刈り始めると大人しく従い、

３０センチほどに伸びた体毛がすっきり

とカットされた。　　　　　（礒野健一）

刈り取られた毛は
携帯ストラップな
ど、イベントなど
の記念品として使
用する予定という
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タイムの枝を 1～ 2本入れて炊きます。ドライタイ
ムでも大丈夫。最初は少なめに。8面にプレゼント

ハーブで暮らしを楽しむ⑤
　梅雨に入りました。ものが傷みやすい

この時期、キッチンに立つ身はちょっぴ

り気が引き締まりますね。昔ながらの梅

干を利用したり、お寿司にしてみたり、

いろいろ工夫されているかたもおられる

と思います。ここでも手助けしてくれる

のがハーブ。桜餅や柏餅を包んでいるあ

の葉っぱ達と同じように、多くのハーブ

には抗菌作用があります。これを利用し

ない手はありません！　ご飯を炊くとき

に一緒にハーブの枝を入れます。

　我が家の場合は、塩おにぎりならぬ、

ハーブソルトおにぎりにしています。ナ

ポリタンを作るときや煮物にも、ひとツ

マミのハーブを。オススメは和の食材に

はタイム、洋の食材にはローズマリー。

ハーブを入れたからと過信は禁物です

が、ちょっぴり安心です。

【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。

http://mrs-lavender.com/ ▽ info@mrs-

lavender.com

夫婦で楽しむＷの子育て⑨
　◆頼みごとは、１回１つ

　休日の夕方。料理を作らなきゃいけな

いのに、子どもが泣きだした！　夫は寝

ころびテレビを見ている。そろそろおむ

つも替えないと。あ！お風呂洗うの忘れ

てた。

　妻は（何で寝てるねん！　言われなく

てもやってよ！）という怒りをグッとこ

らえて「ねえ、泣いてるんだから抱っこ

してくれる？　おむつも替えてくれたら

うれしいな。悪いけど、私今料理してい

るから、お風呂も洗ってもらえるかな？」

と笑顔でお願い。

　しかし、夫はぽかーんとしたまま動か

ない。え？なんで？？　具体的にお願い

してるのに。

　女性は一度にあれこれやるのが得意で

すが、男性は一度に１つのことしかでき

ない傾向にあるようです。男女の脳の違

いによるそうですが、つまり一度に複

数お願いしても、「結局何したらいいね

ん！」となってしまう。

　裏を返すと、１つのことに集中する力

は男性の方があるということ。だから、

夫が得意な家事や育児を１つでも見つけ

たら、それを集中的にお任せしちゃいま

しょう。

　うちの場合、それは料理でした。その

他のことはあんまり期待しない、という

のも大事なポイントです。

【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

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。

　池田市は夏場の節電対策で、就労時間

が変更になる家庭のため、市立呉服保育

所（神田１、小笠原須美所長）で７～９

月に日曜と休日の保育を実施する。

　対象は現在、保育所に子どもを通わせ、

保護者が日曜、祝日出勤する家庭。保育

時間は従来通り午前７時～午後７時。給

食がないため弁当や水筒などが必要とな

る。特別料金は必要なく、毎月の保育料

でまかなう。

　学童保育の留守家庭児童会も市立神田

小学校（神田２）に開設している神田留

守家庭児童会も日曜、祝日の午前８時半

～午後５時に実施する。問い合わせは市

保育課０７２－７５４－６２０８、子育

て支援課０７２－７５４－６２５２へ。

＝情報提供・池田市　　　　（進藤郁美）

池田で日曜、休日保育

池田・呉服保育所で花火指導
　花火を安全に楽しんでもらおうと、池

田市立呉服保育所（神田１）で消防本部

予防課の消防士による花火指導があっ

た。

　子どもたちは花火の約束について学

び、防火アニメビデオを観賞した。消防

士が「花火の約束は？」と呼びかけると、

子どもたちは「人に向けな～い」「ふり

まわさな～い」と元気いっぱいに返して

いた。その後、本物の花火を手に持ち、

安全な花火の使い方を学んだ。

　花火指導は保育所や幼稚園で７月２１

日まで行われる予定。　＝情報提供・池

田市　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

ロボライズ　ロボット作りで創造力を伸ばす
　兵庫県川西市の阪急川西能勢口駅近く

に、子どもたちが自分でロボットを組み

立て、動かすという実験教室「ロボライ

ズ」がある。子どもたちの理科離れが進

んでいるといわれている今、ロボット作

りによって理科への興味が広がるのでは

と期待されている。

　ロボライズは２００６年、池田市出身

の高木剛さんによって設立された。結果

だけを求める学習塾とは違

い、試行錯誤してものを作

る過程で、考える力や創造

性を養うことを目指してい

る。現在は小学生から高校

生まで約１３０人が通って

いる。生徒は初め、輪ゴム

を利用して走る車などで科

学の原理を体験し、徐々に

複雑な仕組みに挑戦してい

く。小学生でプログラミン

グをするのも珍しくないと

いう。
【ロボライズ】川西市小戸 2－ 4－ 13 － 1F ▽電話 050 － 1554 －
4571▽月 3回、1万円

　センサー付きのロボットカーに取り組

んでいる池田市の渡辺魁君（小学３年）

は理科が大好きで、「将来はお医者さん

になりたい」と笑顔を見せる。同社コン

テンツ開発部部長の赤澤夏郎さんは「複

雑に見える機械も１つ１つは単純で、ア

イデア次第で自由に組み合わせられる。

そういう楽しさを知ってもらえたらい

い」と話している。　　　　（早川方子）

子育てサークル⑩　豊中池田おやこ劇場
　豊中池田おやこ劇場は、生の舞台を見

ることで子どもの感情や情緒を育むこと

を目的に、１９７３年から活動している。

会員は約５００人。人形劇、芝居、コン

サートなど、さまざまなジャンルをバラ

ンスよく鑑賞できるように工夫されてい

る。

　子どもがすでに独立した年代の母親も

参加するなど、年代を超えて交流できる

のも大きな特徴で、舞台だけではなく、

キャンプなどのお楽しみ会も定期的に開

かれている。６月１９日には豊中市中央

公民館でカレーとクッキーを作る会が開

かれた。お母さんと妹と参加した優奈

ちゃん（小学４年）は「これまで見た中

ではマジックショーが一番おもしろかっ

た」と笑顔で話していた。　（早川方子）
会費は月 1200 円。問い合わせは 06 － 6864 －
8011まで

　カメラを向ける

とチョロッと舌を

出してポーズを

取ってくれた、お

茶目なそうたく

ん。幼いのにサー

ビス精神がありま

す。

　行動は三枚目で

すが、顔立ちは二枚目です。これって実

は女性から一番モテるタイプではありま

せんか？　将来が楽しみですね！

わが家の宝物
　お母さんに抱っ

こされて、ご機嫌

な愛結（まゆ）ちゃ

んです。カメラを

向けるとはじめは

むずがっていたの

ですが、お母さん

にキスされると、

写真の通り、穏や

かな笑顔に変わりました。

　子どもはやっぱり、お母さんと一緒に

いる時が一番いい顔をしますね。

わが家の宝物

　『いのちのお話』を聞いた日の帰り道

　りょう「ぼくが生まれる時、ママのお

なかを切ってごめんね。痛かった？」

　ママ「ママね。りょうちゃんが生まれ

た時うれしくてうれしくて、痛いのを忘

れてたんだよ。りょうちゃんは命のとび

らをあけて生まれてきたんだから　すご

かったね」

　りょう「ママのおなかにいた時、せま

くてせまくてはやく出たいなと思った」

　ママ「ママのおなかにいたこと　覚え

てるの？」

りょう「覚えてるよ。ママは　いつもな

でなでしてたやろ。りょうちゃんがくる

しくておなかをキックしてたから。出た

時まぶしかった！」

（豊中市・子どものつぶやき展より）

まぶしかった（４歳）

「ねこがいっぱい」作：グレース・スカール　訳：
やぶきみちこ（福音館書店）

子どもと楽しみたい絵本　よちよち編⑤
　【ねこがいっぱい】

　末っ子はよちよち歩きの頃から公園に

行っては、猫や犬にキスしようとして、

顔を近づけるのではらはらドキドキの連

続でした。お隣さんが飼っている猫には

「みゃ～お様」ってあて名を書いて年賀

状を出すほど。この作品は、シンプルな

線で太っちょ猫や小さな猫、しましま猫

など色々な猫が登場します。赤ちゃんは

もちろん、猫好きの末っ子や文庫の園児

にも大人気の１冊。読んであげると、最

後に「にゃーお」の大合唱を聞かせてく

れます。犬好きには同じ作家の「いぬが

いっぱい」を！（絵本を楽しむ会・Ｍ）
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能勢街道をゆく⑯　水月公園～辻ケ池公園
　池田市の水月公園から歩き継ぐ。公園

前に能勢街道の案内板と石柱があるが、

道が分かりにくい。思案顔で石柱をなが

めていると、２人連れの女性に声をかけ

られた。「街道を歩くと勉強になります

ね」と言って、道を教えてくれた。

　右手に石段が見えてくる。石碑があり、

愛宕大権現（あたごだいごんげん）と記

してあった。木の鳥居をくぐって石段を

登る。６７段目に小さな社があった。

　先に進むと、釈迦（しゃか）院の前に

出る。「尊鉢厄神（そんぱちやくじん）」

として親しまれている寺だ。境内のサツ

キの刈り込みが美しい。

　街道をそれて、鉢塚古墳を訪ねてみる。

資料によると、奈良県明日香村の石舞台

に匹敵する巨大な石室を持つと書かれて

いるからだ。高さ５．２メートルは、大

阪府内では１番、全国でも５本の指に入

るという。

　道が分かりにくい。通りかかった女性

に聞いた。親切な人だった。しばらく考

え、「神社の裏がそうだと思う」と言っ

て、わざわざ案内してくれるという。恐

縮すると、「散歩中ですから」と言って、

先に立つ。それでも自信がなかったのか、

「待っててください」と言い残して、小

走りに先を急ぎ、ほどなく帰ってきて、

「やっぱりそうでした」と話す。わざわ

ざ確認をしてくれたのだった。

　案内された所は五社神社で、本殿の裏

が古墳だった。神社の狛犬（こまいぬ）

がいい。神社の壁に「大阪狛犬の謎」と

題した文章のコピーが張ってあった。「最

も愛想がいい浪花型狛犬が池田市鉢塚に

鎮座する五社神社にいる」と書かれてい

る。眺めてみると、丸い大きな目がクリ

クリして、首を少し右にかしげている。

文章の通り、とても愛らしい狛犬だった。

古墳に行く。少し石室に入ることができ

る。線香に火をつけた後、目をこらして

中を見た。石室は奥行き１５メートルも

ある。奥に十三重石塔が見えた。

　大阪教育大学附属池田小学校のそばを
五社神社の狛犬は大阪 1愛想がいい？

通る。その日は６月８日。８人が亡くなっ

た悲惨な事件の日にあたっていたので、

門の外から慰霊碑に手を合わせた。

　雨が降ってきたので、辻ケ池公園から

池田駅に急いだ。距離は短かったが、人

情に触れる街道歩きだった。　（梶川伸）

「鯖や」の右田さん　魚離れを防ぐユニークな食育
　すしの握り方を子どもたちに教えるこ

とで魚離れを防ぎ、日本の食文化を守ろ

うというユニークな試みが注目を集めて

いる。立案者は、豊中市庄内東町に本店

を持つさばずし専門店「鯖や」の右田高

有佑（みぎたこうすけ）さん。右田さん

は昨年、豊中市立千成小学校ですし教室

を開いたのをきっかけに、すし体験教室

や食育活動を積極的に行っている。

　「すしを握る子どもたちの目がキラキ

ラしていたのを見てうれしくて」

　すし体験は、ネタの仕入れから店頭販

売までを１日で経験できるプログラム。

職人だけが握ると思っていたすしを自分

で握れるとあって、子どもから大人まで

大好評だという。８月には青森県八戸市

でも教室を開く予定だ。ゆくゆくは地元

のすし屋が体験教室のカリキュラムを引

き継ぎ、こうした試みが全国に広がるこ

とを願っている。

　機械が握る回転ずしが当たり前になっ

た現代で、昔ながらの技術が失われてい

くことに危機感を持つ右田さんは「体験

教室の中から未来のすし職人が誕生して

くれたら、こんなにうれしいことはない」

と顔をほころばせた。　　　（早川方子）

【鯖や】豊中市庄内東町 1－ 7－ 33 ▽電話 06 －
6335－ 2204▽ http://www.torosaba.com/

水原哲二さん　歴史も思いも考えたリフォーム
　住まいのリフォームを手がけて２６

年。グランマの水原哲二社長が大切にす

るのは、その家が歩んだ歴史や、住んで

きた家族の思いだ。同時に、リフォーム

から新しく始まるライフスタイルも考え

る。「子どもが独立した５０～６０代の

方からの依頼が多いですね。初めての

時は相場がわからず警戒もされますが、

じっくり話をしていくことで、本当にや

りたいリフォームが見えてきます」

　水原さんの趣味は山歩きと古い街並み

の散策だ。顧客に送る自作のミニコミ紙

では、探訪記も連載している。最近は兵

庫県三木市を訪れた。鍛冶屋の街でもあ

る三木市は、建築業者との関係も深い。

　「昔の大工さんが創意工夫して建てた

ものは面白い。作り手の顔が見える」

　グランマが手がける仕事もそうありた

いと話す。「リフォームは新築以上に経

験と技術が必要。その点、うちの職人さ

んは自信を持って紹介できます」

　水原さんの優しい微笑みには、仲間へ

の信頼がにじみ出ていた。　（礒野健一）

【株式会社グランマ】豊中市東豊中町

５丁目２３－８▽０６－６８４６－

２２８１▽日・祝休

仕事仲間の大工さんからもらった大きな鉋（かんな）
を前に話をする水原さん

８３．７ＭＨｚ　ＦＭ千里の声⑤　東哲平さん
◆「東哲平のＭＯＮＯ　Music Count 

Down」担当（日曜日１４時～１６時）

　中学生でビジュアル系バンドにあこが

れ、高校では LUNA SEA の SUGIZO モデル

のギターを買った。「持ってみたらネッ

クが太くて使いづらい。格好から入っ

ちゃダメだと勉強しました」

　バンドとしてプロデビューするのが夢

だったが、かなわないまま普通に就職。

しかし、仕事帰りにふとラジオから聞こ

えた曲に「俺は何しとるんや」と感じ、

再び音楽の道へ進む。そのバンドは解散

したが、「ラジオの仕事をしてみないか」

と誘われ、今がある。

　「ラジオでは１つのことを話すにも、

たくさんの情報がいる。どうトークを組

み立てるか考えるのが楽しい」と語る。

「漫画にマニアックなんです。例えば芸

能人で『ジョジョの奇妙な冒険』という

作品のファンは誰か、その作者がジャ

ケットを描いたアーティストが誰かなん

て話すと、音楽と漫画、双方のファンが

興味を持ってくれる」（礒野健一）＝コ

ミュニティ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

オフは好きなアニメを見ながらアテレコをすること
もある。「声優の仕事もあるので、勉強です」

豊中市青少年吹奏楽団サマーコンサート
　豊中市青少年吹奏楽団は７月３日午後

２時から、市立アクア文化ホール（曽根

東町３）でサマーコンサートを開く。

　吹奏楽団は１９６４年に設立された市

民楽団で、豊中市民を中心に、中学生か

ら社会人まで約６０人で構成されてい

る。毎週木曜日と日曜日に蛍池公民館で

練習を行い、サマーコンサートと、１２

月に行われる定期演奏会のほか、市内の

文化イベントなどに出演し

ている。

　今回のコンサートでは、

２０１１年度全日本吹奏楽

コンクール課題曲「南風の

マーチ」や、「マリアの七

つの悲しみ」などを演奏す

る。また、東日本大震災の

被災地・被災者を応援しよ

うと、イギリスの吹奏楽作

曲家、Ｐ・スパークが作曲

した「サン　ウィル　ライ

ズ　アゲイン（邦題・陽は
サマーコンサートに向けて熱心に練習をする団員たち。早田稔団長（左
端）はトランペット歴 20年以上という

また昇る）」も演奏し、会場では募金活

動も行う。

　早田稔団長は「吹奏楽のために作られ

た曲ばかりなので、初めて聴く曲も多い

かもしれませんが、迫力のある演奏を是

非聴いてほしい」と話した。コンサート

は入場無料。問い合わせ０６－６８７８

－７３１８。来場者が多い場合、入場制

限となる可能性もある。　　（礒野健一）
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「地域に貢献できる店でありたい」　結ぶ信頼の絆

納車の際には、細かいところまで丁寧な説明をする

【ネッツトヨタニューリー北大阪・池田店】池田市荘園1－12－35▽9時半～19時（サービス受付は17時半）
▽火曜定休▽ 072－ 761－ 5111。写真は平田泰士店長（前列右から 2人目）ほか、池田店の皆さん

　「車を買うことは、法人なら労働者を

１人雇うこと、個人なら家族が１人増え

ることと同じ。しっかりコミュニケー

ションを取ることが大事です」

　ネッツトヨタニューリー北大阪・池田

店の平田泰士店長はそう話す。何百万円

という取引なので、じっくりと話を聞き、

互いに質問を重ねて意思疎通を図るのは

当然。それが長い付き合いにつながると

いう。昨年オープンした池田店は、平田

さんをはじめ従業員のほとんどが淀川店

からの異動組だが、「こっちに移ってか

らも、当時のお客さんがわざわざ来てく

れる」と、一度生まれた絆は太い。

　従業員との絆も熱く、太い。最近のエ

ピソードを尋ねると、「店長が秋に結婚

することかな」と笑顔が返ってきた。冗

談めかした言葉の中に信頼関係が垣間見

える。また、「水曜日の妻たちへ」、略し

て「すいつま」と題したレディースデイ

は、「スイーツうま！」とかけて、おい

しいスイーツのプレゼントをする。こん

な発想が生まれる明るい雰囲気が、訪れ

た客にも伝わっていく。

　従業員が首から提げる名札の裏には、

子どもたちにも気軽に呼んでもらえるよ

う、ひらがなで名前が記されているが、

池田店１の身長を誇る小川猛志さんの名

札には「２ｍ」とあった。実際は１８７

センチだが、子ども向けイベントでは「２

ｍ、２ｍ」と懐かれている。今年入社し

た泉裕也さんは、６月から「泉洗車」と

いう商品を始めた。泉さんがするきめ細

やかな洗車サービスを特別に命名したも

のだが、こうした工夫が従業員の顔を覚

えてもらい、信頼関係の構築につながっ

ていくと、平田さんは考える。

　「近くの学校とイベントをしたり、何

か地域に貢献できる店でありたい」。平

田さんが結ぶ信頼の絆は、これからさら

に広がっていきそうだ。　　（礒野健一）

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

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。

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。

大正 6年創業。お客様のご希望・
ご予算に応じて畳の張替をさせていただ
きます。山田畳店 072-751-3654

畳の張り替えいたします

ここから始まるワクワク感。今日も笑顔
で出発だ !　切り抜き持参で 20% オフ !
マツダレンタカー ☎ 06-4865-6700

軽からキャンピングカーまで多数

10 ～ 17 時 / 桜井駅徒歩 5 分 プライム
カットのみ千円 / 電話 0120-27-4325
収益金は東日本大震災義援金になります

7月25日 第3回チャリティーカット

大阪大学の学生さんが、週 3回ボラン
ティアで教えてくれるから、勉強が面白
くなる民間学童保育です。6年生までの
児童を、午後 7時まで預かります。
詳しい入所説明会は
6月 26日 ( 日 )・7月 10日 ( 日 )
午前 10時　豊中市立母子福祉センター
問合せ・申込みは☎ 06-6845-1333
豊中母子寡婦福祉会まで

おかまち楽童くらぶ、スタート!

大人～子供　月謝制　無料体験随時
「イングリッシュホーム　曽根」で検索
06-6854-4040　afc328@hotmail.co.jp

英会話　外国人講師　曽根―岡町
粘土で四季折々の花や花器を一緒に作り
ませんか。月 2 回、教室は豊中西泉丘。
詳しくは 090-8889-4396 植田まで

クレイクラフト教室　生徒募集

月 4 回 4 千円 / 入会 3 千円 無料貸出有
お手持ちのもので即お稽古。見学自由
蛍池浪速きもの学院　06-6843-1441

着付教室　蛍池駅前

靴修理に合鍵、時計の電池交換。傘・カ
バンの修理も。定休日なし。蛍池ルシオー
レ北館 2F　※詳しくは折込チラシを！

蛍池駅前　靴修理の「プラスワン」
7月 7日と 8月 3日、10 時半～。未就
園児と保護者10組限定。1組500円 (通
常 2000 円 )。090-8987-8189（吉田）

蛍池駅　親子で楽しむ音楽講座

毎週金・土の午後。ストール約 3時間
で費用 1000 円＋糸代（10円／ｇ）。岡
町駅すぐの kitto06-6841-5120

コミュニティカフェで「さおり織り」 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

災害時のライフライン③　池田・古江浄水場

取水された余野川（左）と猪名川の水で飼う金魚の
観察も、水質を知る重要な要素

階層式の古江浄水場は、屋上に沈殿池がある。その下にろ過池、次亜塩混和池、浄水池とつづく

　池田市北西部、猪名川と余野川が合流

する地点に、全国的にも珍しい階層式浄

水場の古江浄水場がある。

　階層式浄水場とは、ビル形式の立体化

した浄水場で、平面浄水場に比べて敷地

面積が少なくすみ、施設の維持・管理が

容易といった特徴がある。古江浄水場は

急速ろ過方式を採用しており、ポンプで

地上４階まで水を汲み上げ、そこから沈

殿池、ろ過池などを通して他と比較して

も短い約４時間で浄水を完了する。

　池田市の水道は９６％が古江浄水場か

らの自己水で、４％が淀川水系の大阪広

域水道企業団からのものとなっている。

複数水系をとるのは災害時に一方が止

まっても対応できるようにするためだ。

また、猪名川の一庫（ひとくら）ダムが

できるまで渇水が多かった池田市では、

今も取水制限が行われることがあり、そ

の際に企業団からの割り当てを増やすこ

とで、市民への給水に支障を来さないよ

うになっている。

　消毒に使う次亜塩素酸ナトリウムも浄

水場で自己生成しており、水質は浄水場

内の中央管理室で常時監視している。猪

名川、余野川ともに取水時の水質がよい

ため、高度処理水にまでしなくてもよい

という。浄水課の角信男課長は「池田は

もともと酒所ですから、いい水が流れて

いるんですよ」と話す。浄水工程が１段

階少ないことも、早い浄水が行える要因

だ。東日本大震災以降注目される放射能

の値は、定期的に検査をしているが問題

のある数値は検出されていないという。

　市内の水道管の耐震化は、老朽化によ

る交換時に耐震管へ移行しているが、年

間３キロほどのペース（全体の約１％）

だ。五月山にある寺尾山配水池は耐震構

造となっており、緊急遮断弁も設置され、

災害時の水の確保に備えている。

　　　　　　　　　　　　　（礒野健一）
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編集長のズボラ料理⑬タコワサビの炊き込みご飯

タコワサビの量や具は自分の好みで

　香川県の島々を、取材も兼ねて訪ねた

時期がある。僕が５０歳のころだった。

思い出はいくつもある。

　粟島では、宿の支配人が同い年だった。

客は少なく、島内を案内してくれるとい

う。お願いをして、墓地に連れて行って

もらった。土葬の島で、遺体を埋める墓

とは別に、お参りのための墓を作る両墓

制の風習に関心があったからだ。

　古い車に揺られながら、支配人の話に

聞き入った。島で人が亡くなると、若い

人が墓を掘る。支配人は若い方で、ずっ

とその役をしてきた。高齢化はさらに進

む。だから、冗談交じりにこんな言葉が

出た。「私が死ぬ時は、あらかじめ自分

で墓を掘っておくのかなあ」

　日が落ちると、支配人に誘われて、夜

光虫を見に出かけた。海の中でボーッと

した光の輪ができ、水面近くではキラキ

ラ輝く。水に手を入れてかき回すと、光

がまとわりついてくる。幻想的な夜。そ

んな美しい島にこそ、切実な日常の現実

があるのだ。

　島に行くと、買ってみたくなるものの

１つが、干したタコだ。ひごで引っ張ら

れ、足を広げられたタコがつるされ、風

に揺られている。つい手が出る。

　家でタコ飯をつくる。島で食べると、

実においしい。その味を思い浮かべなが

ら、干したタコを半日かけて水でもどし、

炊き込みご飯にした。食べてみると、固

い。もどす時間が短かったのだろう。数

日たって、残りのタコで再度挑戦した。

今度は１日水につけた。これで、どうだ。

しかし、やっぱり固い。

　それ以降、タコ飯を作るのは封印する

ことにした。ところが、この世はままな

らない。友人が干しダコをくれたのだ。

どうせ、もらい物を持てあましたのだろ

う。再び挑戦した。また固い。

　もう生涯、タコ飯はつくらない。決意

は干しダコほど固い。でも、僕には代案

がある。スーパーで「タコワサビ」を買っ

てくる。ワサビ味のタコの塩辛のような

ものだ。小さなパック３つで、２９８円

といったところ。これで炊き込みご飯を

つくる。米１合に１パックを使う。米の

上にだし昆布を敷き、その上からタコワ

サビと刻んだシメジを乗せて、スイッチ

を入れるだけ。簡単だし、第１、固くな

い。濃い味が好きな人は、しょうゆを適

当にたらして炊くとよい。　　（梶川伸）

＜個人情報について＞
お客様より頂いた個人情報は、弊社からお客様への商品や
資料の発送、各種サービスのご案内に使用させて頂きます。

お米のおいしさを　ガッツ！うまい米 橋本

国道176号線

ガッツ！
うまい米
橋本

阪急宝塚線

サンシティ
池田

池田
市役所

郵便局  
ダ
イ
エ
ー

ガスト

ダイコク
ドラック

池田駅

【ガッツ！うまい米 橋本 池田駅前店】池田市栄町 1 － 1 阪急池田ブランマルシェ 1 番館▽ 10 時～ 19 時▽無
休▽ 072 － 734 － 8522

　阪急池田駅の高架下に、握りたてのお

にぎりが自慢の「ガッツ！うまい米 橋

本 池田駅前店」がある。大阪市西区に

本店がある米の卸売り、小売りの「ガッ

ツ！うまい米 橋本」の橋本孝則さん（写

真左。右は池田駅前店店長の父の吉昭さ

ん）が２０１１年３月に店開きした。

　木目を基調とした店内は「鳥取県きぬ

むすめ」「熊本県くまさんの力」「佐賀県

天使の詩」「九州にこまる」など初めて

目にするような米の名前が、大きなしゃ

もじに書かれている。「しっとり」「モッ

チリ」といった表記もあり、米の疑問、

質問にも答えてくれる。

　橋本さんは「お米のおいしさを知っ

て、自分の好みを見つけてもらえたらう

れしい」と力を込める。業界に入ったの

は１９９９年。家業の米屋を継いだ友人

に「古い体質が根強い業界で、思うよう

に新しいことができない」と苦悩を聞い

た。「お前だったら新しい風を起こせる

んじゃないか」と言われたのがきっかけ。

「心に火が点いてしまった」と笑う。

　猛勉強し、全国の生産者を尋ね歩いて、

足と舌で選りすぐった米をブレンドした

オリジナル米「ガッツ米」を作った。「ブ

レンドすることで香り、つや、こく、甘

味を引き出し、よりおいしくなる。米を

ブレンドするのも米屋に必要な技術」と

橋本さん。「農家、米、おにぎり、スタッ

フ、お客さんが喜ぶにはどうしたらいい

か」いつも考えているという。

　土鍋で炊き、つややかに粒だったご飯

を、空気が入っているようにふわっとさ

せながら、パラパラこぼれ落ちない絶妙

な力加減で握るのが橋本流。ケースに温

かいおにぎりが約２０種類並ぶ。おにぎ

りは１００円～２００円。７月からおに

ぎりセット（おにぎり、豚汁、漬け物、

おはぎが付いて４００円～）を始める。

１キロから精米もする。　　（進藤郁美）
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豊中・都市緑化植物園でアジサイを案内

中川さんはこの時期、虫メガネを使っ
てガクアジサイの話をする

こぼれび通りのア
ジサイは「里親」
制度で育てられて
いる

　豊中市寺内１、服部緑地都市緑化植物

園はアジサイが見ごろになった。園内に

は案内ボランティアグループ「この指た

かれ」のメンバーが詰め、親切に案内し

てくれる。

　アジサイは数百株に及ぶ。一般的な品

種のほか、ガクアジサイ、ヤマアジサイ、

ウズアジサイなど種類が豊富だ。小さな

花が大きな花房をつけるアナベル、千葉

県・清澄山に自生し、花にピンクの縁取

りがついた品種などがある。

　「この指たかれ」は２００１年に発足

し、会員は５０人弱。毎日２、３人が

当番になり、希望があれば、園内を案

内し、時々の花の説明をする。その１

人、中川隆之さんは「年間の入場者は約

３万５０００人で、そのうちの１０％を

私たちが案内する」と話す。この時期は

虫メガネを持ち歩く。ガクアジサイの中

心部にはオシベ、メシベに当たるものが

かたまっていて、その部分を虫メガネで

入園者に見てもらう。「宇宙を感じる」と、

中川さんが思うからだ。

　豊中市では新千里東町の「こぼれび通

り」のアジサイも数が多く、千里中央駅

から千里中央公園に向かう人らを楽しま

せている。　　　　　　　　　（梶川伸） 久安寺境内の鐘楼の前のアジサイ

池田・久安寺のアジサイ　見ごろは６月末
　花の寺として知られる池田市伏尾町

８、久安寺のアジサイが堂塔を彩ってい

る。

　寺によると、境内には約４０００株の

アジサイがある。山門からの参道や、薬

師堂、仏塔の周辺が特に多い。

　寺の話によると、今年は花が１週間ほ

ど遅い。それはアジサイに限ったことで

はなく、「桜も遅かった。紗羅（シャラ

＝ナツツバキ）は１昨年は６月６日に初

めて咲いた、と記録しているが、今年は

１０日以上も遅い」と言う。

　今年のアジサイは花も小さめ。しかし、

「雨が降ると大きくなり、日が当たると

色がきれいになる」と期待している。

　池田市では、ハナショウブが多い水月

公園（鉢塚３）が、アジサイの見所でも

ある。約３０株が池の周りを飾っている。

また、水月公園に近い釈迦院（しゃかい

ん）＝尊鉢厄神（やくじん）＝の境内に

は１０株ほどのアジサイがかたまって咲

いていて、サツキの刈り込みと一緒に楽

しめる。　　　　　　　　　　（梶川伸）

桂梅團治さん　池田駅でＳＬ写真展

展覧会を前にSLの魅力について話す桂梅團治さん

　展示作品「桜並木に沿って」＝左＝と「爆煙」

　落語家の桂梅團治さんが６月２９日か

ら阪急池田駅構内、阪急池田ブランマル

シェ３番館「ギャルリＶＥＧＡ」で、鉄

道写真展「甦（よみがえ）ったＳＬ達」

を開く。７月１０日まで。

　池田市で初開催となる写真展は、デジ

カメで撮影を始めた２００７年からの作

品約５０点を展示。夕日を浴びて疾走す

る「夕映え」や山間を煙を吐いて進む

「山々を縫って」、７時間待ってとらえた

「渓谷の秋」など全国を回って撮影した。

梅團治さんは「汽笛が近づいてくるとド

キドキする。シャッターを切る一瞬のわ

くわく感もいい」と笑顔をのぞかせる。

　ＳＬとの出会いは中学生

の時。ＪＲ伯備線を走って

いた蒸気機関車、デゴイチ

（Ｄ５１）の煙と迫力に「恐

怖に近い感動を覚えた」。

撮りためた写真はフィルム

を合わせると「落語の資料

より多い」そうだ。

　梅團治さんは「風景の中

にとけ込んだＳＬの力強さ

と、四季を楽しんでほしい」

と話す。午前１０時～午後

６時。５日は休館。入場無

料。２９日、４日、１０日午前１１時、

午後２時からトークショー「鉄バナシ」

を開催。いけだ市民文化振興財団０７２

－７５０－３３３３。　　　（進藤郁美）

2 杯目の救急車カレーを食べる田口了麻さん（右）

超激辛の救急車カレー　完食者は５人
　豊中市待兼山町のインド料理店「ＭＯ

ＲＥ」で１２日、ギネスブックに世界１

辛いと認定されたブート・ジョロキアを

使った超激辛カレー「救急車カレー」の

試食会が行われた。

　「食べたら救急車を呼ばなければなら

ないかも」という辛さから命名されたカ

レーは、小皿にルーだけが盛られたミニ

サイズだが、一口食べただけでギブアッ

プする人が続出。約２００人の挑戦者の

うち、完食できたのは５人だけだった。

　ただ１人おかわりをして２杯を食べ

きった大阪大学大学院文学研究科の田口

了麻さん（２４）は、「ブート・ジョロ

キアは酸味が強く、また甘みもあるだけ

に辛さが引き立つ」と、汗だくになりな

がらも味を冷静に分析。激辛メニューを

食べるコツとして「空きっ腹ではダメ。

また、食べ始めたら水は飲まない方がい

い」と話した。ＭＯＲＥのオーナーの

チャールズ・ロジャースさんは、「まさ

かおかわりをする人が出るとは。彼は伝

説を作ったね」と祝福した。（礒野健一）

ボーカルの生田達志さん

豊中出身のロックバンド、凱旋ライブを果たす
　豊中市出身の幼なじみを中心に結成さ

れた５人組ロックバンド「ＯＵＴＥＲ－

ＴＲＩＢＥ（アウタートライブ）」が６

月１１日、千里セルシー広場で無料ラ

イブを行った。２０１０年１１月にメ

ジャーデビューしてから同広場で演奏し

たのは今回が初めて。

　ボーカルの生田達志さん（２７）は豊

中市生まれで桜塚高校出身。「生まれ育っ

た豊中で、夢を叶えたこと

を報告できるライブができ

て、本当にうれしい。これ

からも地元密着で活動した

い」と語った。

　５月２５日には初のバ

ラードとなる３枚目のシン

グル「ＷＥＤＤＩＮＧ　Ｓ

ＯＮＧ」を発表した。７月

３１日には大阪市の「心斎

橋ＢＩＧ　ＣＡＴ」で単独

ライブを行う。＝情報提供・

豊中市　　　　（早川方子）
メンバー全員が豊中市在住で、デビュー後もアルバイトなどをしながら
曲作りや練習に励んでいるという

　　タマネギ堀りも楽しんだ園児たち

あおぞら幼稚園児がジャガイモとタマネギ掘り
　池田市立あおぞら幼稚園（畑１、平野

規子園長）の５歳児クラスの園児９０人

が近くの菜園でジャガイモとタマネギ掘

りをした。菜園を管理する柳川優次郎さ

んが約１０年前からこの時期にジャガイ

モとタマネギ、秋にサツマイモ掘りを続

けている。

　園児は「始め」の合図とともに、素手

で一目散に土を掘り始め、ジャガイモを

見つけるたびに「先生、見

つけたよ」と先を争うよう

に報告。「これめっちゃ大

きいで」「１０個目みつけ

た」と大きさや数を競い

合った。

　柳川さんは「子どもが野

菜のようにすくすく育ち、

ジャガイモのようににこ

やかに、虫などに負けない

ようたくましくなってほし

い」と話していた。＝情報

提供・池田市　（進藤郁美）
宝物を見つけたように喜ぶ園児たち

　　タマネギ堀りも楽しんだ園児たち

あおぞら幼稚園児がジャガイモとタマネギ掘り
　池田市立あおぞら幼稚園（畑１、平野

規子園長）の５歳児クラスの園児９０人

が近くの菜園でジャガイモとタマネギ掘

りをした。菜園を管理する柳川優次郎さ

んが約１０年前からこの時期にジャガイ

モとタマネギ、秋にサツマイモ掘りを続

けている。

　園児は「始め」の合図とともに、素手

で一目散に土を掘り始め、ジャガイモを

見つけるたびに「先生、見

つけたよ」と先を争うよう

に報告。「これめっちゃ大

きいで」「１０個目みつけ

た」と大きさや数を競い

合った。

　柳川さんは「子どもが野

菜のようにすくすく育ち、

ジャガイモのようににこ

やかに、虫などに負けない

ようたくましくなってほし

い」と話していた。＝情報

提供・池田市　（進藤郁美）
宝物を見つけたように喜ぶ園児たち
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豊中市の老人ホーム「くらら豊中」で 6月 18日に
開かれた慰問演奏会

サークル会員募集⑤豊中・マンドリンアンサンブル
　マンドリンのオーケストラ「豊中シ

ティ・マンドリンアンサンブル」は、発

足して１２年になる。葛原睦子さんが指

導し、現在のメンバーは２５人。

　葛原さんはマンドリンの魅力につい

て、「お茶の間で楽しめる。曲のジャン

ルもクラシックからポピュラーまで幅広

い」と話す。当初から参加している白石

よし子さんは「音色が心をなごましてく

れるが、きれいな音を出そうと思うと、

なかなか奥深い」と語る。

　毎月第１、第３土曜日の午後１時半～

４時半、豊中市中央公民館で合奏を楽し

んでいる。２年に１度、定期演奏会を開

き、市のイベントにも参加する。６月

１８日には、豊中市末広町１、老人ホー

ム「くらら豊中」で慰問演奏をした。

　メンバーを募集中。月会費２０００円。

初心者は葛原さんの個人レッスンが必

要。連絡は葛原さん（０６－６８４１－

９０８７）（梶川伸）＝ウェブ・トップペー

ジの「豊中・池田データボックス」の中

に、サークルの会委員募集案内の一覧表

「羅針盤」が豊中市原田元町に２つ目の作業所
　豊中きらら福祉会の工房「羅針盤（ら

しんばん）」（山河正裕施設長）が７月１

日、豊中市原田元町２－２５に２つ目の

工房をオープンさせる。

　羅針盤は、病気や事故などで障害を

負った高次機能障害者や中途障害者に、

生きがいづくりのための通所作業所を豊

中市春日町３－１で運営している。工房

に通うメンバーは７０人に増え、手狭に

なっている。このため、第２工房の設立

を目指していた。

　高次機能障害は外見からはわからず、

「目に見えない障害」と呼ばれている。

全国で３０万人以上がいると言われ、少

なくとも年間１万人以上が増えていると

推測されている。山河さんは「羅針盤で

も、利用希望者が後を絶たない状況」と

話す。

　新しい工房では、焼きドーナツや無

添加ジャムなどを作って販売する予定。

６月２６日午前１０時から、関係者が

集まって開所の式典をし、７月から利

用が可能になる。連絡は羅針盤０６－

６１５２－４７８０。　　　　（梶川伸）

池田市栄本町でナツツバキが開花
　池田市栄本町１０－１４のマンション

前で、ナツツバキが白い花をつけ始めた。

　ナツツバキはシャラノキとも呼ばれ

る。花の清楚（せいそ）さと、１日で散っ

てしまうはかなさのために好きな人が多

い。

　木は２本ある。花びらの先はフリルの

ようになっていて愛らしく、つぼみもた

くさんつけている。近くの人によると、

マンション建設の際に植えたという。街

中にあるので、気楽に見に来る人や、咲

くのを楽しみにしていて写真に収める人

も目立つ。場所はハローワーク池田の交

差点から西へすぐ。　　　　　（梶川伸）

咲き始めたナツツ
バキ

お父さんへ
いつも夜おそくまで、仕事をしてくれて、

ありがとう。

ぼくは、お父さんの事をそんけいしてい

ます。

なぜなら、お父さんは、いつもやさしい

し、スポーツも教えてくれるからです。

とくに、サッカーをしている時が一番楽

しいです。

ぼくも大きくなったら、お父さんと同じ

大学に行けるようにがんばります。

いつも、けんこうでいてください。

しょう　より＝伏尾台小学校、冨上翔さ

ん（２０１０年・池田「伝えよう！いの

ちのつながり」第１３回作品から）

浅利敬一郎・豊中市長（左）に花束をプレゼントす
る梅花女子高校の生徒

梅花高校生ら　働く人に感謝の花束
　働く人たちに、日ごろお世話になって

いる感謝の気持ちを伝えようと６月１５

日、梅花高校の生徒たちが豊中市役所を

訪れ、浅利敬一郎市長らに「いつもお世

話になりありがとうございます」と、ガー

ベラやスイートピーなど色とりどりの花

束をプレゼントした。

　花のプレゼントは、キリスト教の「花

の日」にちなんだもので、創立当初から

続く伝統ある行事。花の豊富なこの時期

に、日ごろの感謝の思いを込めて贈って

いる。今年は高校生が病院や私鉄の駅、

中学生が商店などに、花束や花の種を

贈った。＝情報提供・豊中市（早川方子）

簡単に虫よけアロマスプレーを作成できる。Mrs. 
Lavender で注文・販売中

虫よけ効果のある精油ブレンドをプレゼント
　豊中市でアロマ＆ハーブの講座やト

リートメントをおこなうサロン「Mrs. 

Lavender」（http://mrs-lavender.com/）

の「虫さんバイバイ精油ブレンド」（内

容量５ｍｌ、税込１０５０円）を３名に

プレゼントします。

　はがきに、虫さんバイバイ精油ブレン

ドと明記し、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（６／

２３日号）にお送り下さい。７月７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。

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～７月上旬の催し物ピックアップ　　 　　６月下旬～７月上旬の催し物ピックアップ
6／ 2 5（土）
ドクターＧのおもちゃの病院／池田市・水月児童文化センター
10 時～ 12 時。壊れたおもちゃの診察や修理。無料。水月児童文化センター 072-761-9233。

池田ジュニア合唱団幼児部体験会／池田市・秦野小学校
13 時 20 分～ 14 時 10 分。３歳～６歳の未就学児が対象。音楽、リズム、歌遊びなど。先着 10 人。

問い合わせは中川さん 06-7492-7039。

2 6（日）
親子で楽しむ世界の音楽／池田市・五月山児童文化センター
14 時半～ 15 時 15 分。池田マンドリンアンサンブルアンダンテによる演奏や楽器の体験も。無料。

五月山児童文化センター 072-752-6301。

7／ 1（金）
詩の朗読会「- A Heartful of Love - 心いっぱいの愛」／豊中市・おかまちコミュニティーカフェkitto
13 時半～ 15 時。日本語と英語で詩を朗読し、子どもと一緒に異文化体験。朗読会の後はケーキを食

べながらお話会。参加費 500 円。要予約。おかまちコミュニティーカフェ kitto　06-6841-5120。

3（日）
エコ・アンサンブルコンサート／池田エコミュージアム
14 時～ 15 時半。地球や身近な環境を見つめ直そうと、池田の街並みや自然のスライド上映とともに

演奏するのは、池田高校ＯＢ・ＯＧ吹奏楽団。曲目は「借りぐらしのアリエッティ」「宇宙戦艦ヤマト」

など。入場無料。池田エコミュージアム 072-752-7711。

東日本大震災チャリティーふれあいコンサート「日本の歌百選」を歌い継ぐ／とよなかインキュベーションセ
ンター
11 時～ 12 時。文化庁が選んだ「日本の歌百選」を中心に開かれる参加型コンサート。ハンドベル体

験など、小さな子どもから高齢者まで年齢に関係なく楽しめる。参加費は大人 500 円▽子ども 100

円（幼児以下は無料）。会場ではチャリティー募金も実施。コンサートの収益の一部との募金は日本

赤十字社を通じて被災地に寄付される。音楽サロン　くつろぎ 06-7898-1311。

9（土）
わくわく人形劇／池田市民文化会館　イベントスペース
14 時～ 15 時。ねこじゃらしが「ころりんこ」「じゃん、じゃん、じゃんけんぽん！！」「にゃんにゃ

ん　まてまて」を上演。２歳以上２５０円（当日３００円）。吉田さん 090-7343-9367。

1 0（日）
バレーボールフェスティバル／池田市・総合スポーツセンター
10 時～ 17 時。女性の部、混合の部、ファミリーの部、中学生の部にわかれて熱戦を繰り広げる。市

生涯学習推進課 072-754-6480。

まちかねておはこ祭2011～ハンダイ参観日～／大阪大学豊中キャンパス・大阪大学会館（旧イ号館）周
辺
13 時～ 18 時。地域の人と阪大の学生が共に参加できるお祭り。大きな地図作り、おしゃべりカフェ、

石橋名物コンテスト、ピアノコンサートなど。参加無料。大阪大学 21 世紀懐徳堂 06-6850-6443。

“生きる力”を感じよう　濱宮郷詞氏講演会／池田市立くれは音楽堂（呉服小学校内）
14 時開演。高校時代、インターハイを目指す練習中に事故に遭い、車椅子の生活となった濱宮氏の

講演会。小学４年生以上が対象。参加費無料。6月 30 日までに要申し込み。池田青年会議所ひとづ

くり委員会（担当・北林さん）080-3536-7268。

1 4（木）
親と子の交通安全教室／豊中市・庄内公民館
10 時～ 11 時半。親子で正しい交通ルールを学ぶ。講師は豊中南警察署交通課職員。１歳６カ月～

就園前の子どもと保護者が対象。15 組。6月 30 日 10 時から電話で受け付け。庄内公民館 06-6334-

1251。

1 7（日）
人形浄瑠璃文楽　鑑賞とワークショップ「文楽にふれてみよう！」／豊中市立伝統芸能館
14 時～ 15 時半。「伊達娘恋緋鹿子」の「火の見櫓の段」を鑑賞し、解説などを受ける。無料。定員

80 名。往復はがきに講座名、名前、住所、電話番号、参加希望人数を記載し、伝統芸能館（〒 561-0884

　豊中市岡町北 1-4-1）まで。7月 7日必着。豊中市立伝統芸能館 06-6850-1313。


