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中豊島小 震災ゲルニカ制作
児童５５９人の思い 東北へ

赤べこ、ねぶた、東北新幹線などの東

北名物を散りばめた。デザインは児童

らが話し合って決めた。

　絵の仕上げには、願い事を書いた布

の短冊を張りつける。児童会運営委員

の連下（れんげ）草太郎君（６年）は「１

日でも早く復興する願いを込めて描い

た。少しでも元気になってくれたらう

れしい」と話した。

　作品は７月２０日の終業式で保護者

らに披露した後、３０日の中豊島夏ま

つりで展示され、その後、東北へ送ら

れる。　　　　　　　　　（早川方子）

カと同サイズの絵画を描いている。そ

の取り組みが昨年、小学館の雑誌「小

六教育技術」に掲載されたことが縁で、

村井知事が卒業生なのを知った雑誌の

編集長が４月末に被災地のためのゲル

ニカ制作を依頼した。中豊島小学校側

が快諾し、全校児童による制作が始

まった。

　絵のテーマは「七夕」。キャンバス

の右側に東北地方の七夕祭りで見られ

る、くす玉付がついた吹き流しを、左

側には大きなササを描いた。絵の中央

には東北の地図。その上に、鶴ケ城、

東
日本大震災の被災地の子どもた

ちを励まそうと、豊中市立中豊

島小学校の全児童５５９人がピカソの

代表作「ゲルニカ」と同サイズ（縦３．

５メートル、横７．８メートル）の絵

画制作に取り組んでいる。村井嘉浩・

宮城県知事が中豊島小学校の卒業生な

のをきっかけに始まった取り組みで、

作品は８月２０日に宮城県石巻市で開

かれる「教育夏まつり２０１１　ｉｎ

　東北」で披露される。

　平和教育に積極的な中豊島小学校で

は毎年６年生が卒業制作としてゲルニ

終業式までに完成さ
せるため、全校児童
が図工の時間や休み
時間を利用して取り
組んでいる。「描き
ながら願いを込め
た」の声も聞かれた
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　阪急豊中駅構内にある福祉の店「なか

ま」で７月１日、開店１０周年を記念し

たバザーが開催された。店内には、豊中

市内にある２１の障害者福祉作業所か

ら、クッキーやパン粉、小皿などの手作

り品が並び、多くの人でにぎわった。「な

かま」では、この日に向けて通所者のイ

ラストを用いた瓦せんべいなどを制作

し、買い物をした先着２００人に進呈し

た。瓦せんべいは３枚１２０円で、７月

中旬から販売される。

　豊中駅によく訪れるという伊藤貞子さ

ん（６４）は、「手作りのかわいい小物

や古着が安く手に入るのでよく利用しま

す。障害者との触れ合いの場として、こ

れからも続けてほしいですね」と話して

いた。＝情報提供・豊中市（早川方子）

「なかま」１０周年バザー

７月２１日（木）発行

次回の は

　倉田薫・池田市長の資産が６月２４日、

公開された。２０１０年１年間の給与所

得は約１３４７万円。前年より３４万円

減った。雑所得は議員年金や講演会収入

など約１８８万円だった。

　土地は約１９８平方メートルで固定資

産税評価額は約１１８６万円。建物の固

定資産評価額は約２６２万円。預貯金は

１５１万円で、借入金が４００万円。＝

情報提供・池田市

　　　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

倉田池田市長が資産公開

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜１＞勝山浩一さん
　池田市の街中や公園を歩くと、あちこ

ちに彫刻が飾られている。調べてみると、

市が市制５０周年を機に１９８９年、彫

刻のあるまちづくりを始めたという。「石

の道・いけだ彫刻シンポジウム」と名付

け、１９９８年まで１０年かけて５２点

を設置した。作品を体感しようと、彫刻

をめぐって街をぶらぶら歩く。

　これらの彫刻は毎年、市が５人の彫刻

家を招き、綾羽２の五月山

公園・緑楓台で約５０日か

けて公開制作された。戦前、

石の産地、能勢から建築用

の間知（けんち）石や延石

などが池田を通って各地へ

馬車で運ばれていた「石の

道」にちなんで、彫刻の素

材はすべて能勢産の黒御影

石となっている。

　府道箕面池田線、池田職

安前の交差点には「あい♡

いけだ」がある。幅３．５
府道箕面池田線（桜通り）に勝山浩一さんの「あい♡いけだ」（1997年）

メートル、奥行き６０センチ、高さ４０

センチのベンチ。石の中にピンク色の

ハートマークを埋め込んだ作品。作者の

勝山浩一さんは「過ぎ行く人と人、私の

ベンチに腰掛け、何か思う。そこにはか

すかなつながりと、出会いがある」とコ

メントしている。

　石と石をつなぐハートが笑っているよ

うで微笑ましい思いがした。（進藤郁美）

身近な生き物たち①　池田市・余野川

児童が捕まえたシマドジョウ、オイカワ、ヤゴ

細河小学校の児童にタオルを使った魚取りを教える西義史さん（中央）。
「どうやれば 1番よくとれるか、試行錯誤していくことが大事」

　池田市北部を流れる余野川は、水棲（す

いせい）生物の宝庫だ。ドンコ、オイカ

ワ、ヨシノボリ、シマドジョウといった

魚のほか、甲殻類のミナミヌマエビ、ト

ンボの幼生のヤゴなどが観察できる。

　猪名川との合流地点から約８００メー

トル上流の中川原橋下流域は、安全に川

遊びができるよう、河川敷の下草を刈

り、水深も３０センチほどに整備されて

いる。ＮＰＯ法人クワガタ探検隊代表で、

細河小学校で理科支援員も務める西義史

さんは、「親子で一緒に遊びに来て」と

話す。

　魚は流れが速い真ん中よりも川べりに

多い。草で陰になったとこ

ろに網を入れれば、シマド

ジョウが顔をのぞかせる。

タオル１枚で魚を取る方法

もある。横に広げたタオル

の一辺を、すき間がないよ

う川底に着ける。１人が１

メートルほど離れたところ

から小刻みにタオルの方へ

進み、タイミングをみてタ

オルを上げれば、追い立て

られた魚がぴちぴちはねて

いる。「捕まえた魚は飼う

こともできるが、基本的に逃がしてあげ

て」と話す。

　今号から、西さんらに取材した豊中・

池田の生物を連載する。　　（礒野健一）

年中無休で診察　南谷クリニック院長・南谷直人さん

「病院は私のすべて」と話す南谷クリニック院長の南谷直人さん 南谷クリニックは岡町駅すぐの本院のほか、伊丹分院（兵
庫県伊丹市南本町 7）、少路分院（豊中市少路 1）がある

　患者の立場に立ち、当たり前の医療を

提供しようと１９９５年、年中無休の診

察を掲げた「南谷クリニック」を開業し

た。柱に据えたのは「より正確な診断」。

病棟は持たず、症状に応じてその方面の

専門医を紹介する。総合病院の外来部門

のような機能を持たせたと南谷クリニッ

ク院長の南谷直人さんは話す。

　糖尿病、甲状腺、高脂血症などホルモ

ンの分泌にかかわる疾病が専門。その専

門分野を生かし、生活習慣病に特化した

病院づくりをしている。予防から人工透

析まで、症状にあったケアを心がける。

「病気を治すのではなく、どう向き合い、

コントロールするか。食事や運動を含め

たトータルケアが重要になってくる」と

南谷さん。「ギンギラギンの脂っこい食

事ばかりではあかん。カロリー制限が大

事で、それには和食がいい」と続ける。

　弟で副院長の哲司さんがスポーツ医療

に力を入れ、Ｊリーグのスポーツドク

ターを務めたり、メディカルフィットネ

スを併設したり、運動面も充実させてい

る。

　薬に頼らない。生活の質を落とさず、

命を全うする手助けをするのが自分の仕

事だと南谷さんは言う。「私と話すこと

で、患者が前向きに生きていこうと思っ

てもらえたら嬉しいし、そんな医師であ

りたい。病の床についても仕事をしてい

たい」と話している。　　　（進藤郁美）

【医療法人南谷継風会　南谷クリニック

　岡町本院】豊中市岡町北１－２－４▽

０６－６８４１－５７００

８３．７ＭＨｚ　ＦＭ千里の声⑥　寺谷一紀さん
◆「寺谷一紀の千里の道も一歩一歩」担

当（金曜日１３時～１４時）

　元ＮＨＫの名物アナウンサーだが、入

局時はディレクターだった。初めて製作

したドキュメンタリーは、生まれ育った

千里の町で、ニュータウンにおける独

居老人問題を追った。「千里はコミュニ

ティーが成熟しており、起きた問題は自

分たちで解決していくというたくましさ

を感じた」

　フリーになったのは、東

京一極集中へ一石を投じる

ため。「世界ではほとんど

がケーブルテレビで、視聴

者は１００も２００もチャ

ンネルを選べる。日本もそ

うなれば、もっときめ細か

い地域情報からグローバル

な情報まで発信でき、情報

の一方通行が是正される」。

だからこそ、ＦＭ千里のよ

うな地域コミュニティーメ
FM千里のキャラクター・のこりんと一緒に。「千里は古いものと新し
いもの、自然と文明という矛盾した 2つが調和した町」と誇る

ディアは大事だと語る。「番組のゲスト

の共通項は『在野で頑張ってる人』。皆

さん夢を語ってくれるのが面白い」

　趣味は車で、四季折々の風景を見なが

ら、万博外周道路を走るのが好きだとい

う。（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
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告知  

お問い合わせ先
株式会社毎日新聞ローカル
tel.06-6346-8255　fax.06-6346-8256
　 sales-toyonakaikeda@machigoto.jp
WEBサイト http://machigoto.jp

毎号10.8万世帯に
お届けできます。

      をして
みませんか？

 1 0 ～ 16 時。子育て世代にお薦めの新
築注文住宅。豊中市刀根山 2-8-3。来場
記念プレゼント付。☎ 0120-87-1009

テック千里住宅見学会 16、17日

 靴 、傘、カバンの修理に合鍵、時計の電
池交換。靴のクリーニングも。定休日な
し。蛍池ルシオーレ北館2F「プラスワン」

蛍池駅前　靴、傘、カバンの修理

 1 ～ 6年生を午後 7時まで預かります。
阪大生の学習支援あり。7/10、10時～
説明会をします。☎ 06-6843-0999

民間学童保育 おかまち楽童くらぶ

子どものつぶやき　がんばってたなー！（５歳）
　運動会で、戸板のぼりがあと少しとい

うところで、のぼれないりょうちゃん。

何回も挑戦しましたがのぼれず、半べそ

になってしまいました。

　たくと「りょうちゃーん　がんばれー」

　ゆたか「りょうちゃーん　もう　

ちょっとやでー」

　わたる「もっと山の方から（助走がつ

くから）走ったらえーでー」

　と、次々に友だちを応援する子ども達

の声。

　その声に、りょうちゃんは何回も挑戦

し、力をふりしぼりのぼることができま

した。『さあ　つぎは虹！』の演技にう

つろうとした時、

　まさる「あきらちゃん　泣いてんでー」

　あつし「りょうちゃんが　のぼれたか

らやって」

　保育士「えっ！　りょうちゃんがのぼ

れたから、嬉しくて泣いてるん？」

　あきら「うん。りょうちゃん　がんばっ

たから！」

（豊中市・子どものつぶやき展より）

豊中で病児預かり保育サービス

病児保育を始めた岡野幸恵さん（右奥）とスタッフ。
6つの保育室があり、最大 25人まで受け入れる

【シャイニーキッズとよなか】平日 8時～ 18時▽ 30分 400 円（1日
最大 5000円）▽電話 06－ 6843－ 5519

　生後３カ月～小学校低学年の病気の子

どもを対象とした病児預かり保育サービ

ス「シャイニーキッズとよなか」が６月

２０日、豊中市岡上の町２、とよなかハー

トパレット２階にオープンした。

　働く親にとって病児保育は不可欠と、

岡野幸恵さんが２０１１年２月に会社を

設立し、開設の準備を進めてきた。蛍池

南町１の岡野クリニックの小児科専門医

で夫の智英さんが、提携医として医療面

をサポートする。

　呼吸管理が必要な場合をのぞき、発熱

や嘔吐（おうと）、インフルエンザ、は

しかなどほとんどの疾患の子どもを預か

る。

　「これまで豊中市に病児

保育がなかった。病気の子

どもが安心して過ごせる場

にしたい」と幸恵さんは話

し、スタッフの保育士や看

護師は「院内感染しないよ

う常に掃除と消毒を心が掛

けている」と気を引き締め

ている。

　提携医について智英さん

は「カウンセリングや部屋

割りをするなど、感染を防

ぐ関所のような役割。診察しながら各部

屋に設置したウェブカメラで、病状の変

化を見逃さないようにしている」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
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。

■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。

掲載
料金

「のせて　のせて」文：松谷みよ子　絵：東光寺啓（童
心社）

子どもと楽しみたい絵本　よちよち編⑥
【のせて　のせて】

　まこちゃんは自動車に乗ってお出かけ

です。そこへ、動物たちが「のせて、の

せて」と乗り込んできます。私たち夫婦

は運転ができず、ドライブは祖父の運転。

高速道路を走ることが多く、トンネルは

たくさんありました。子どもたちはトン

ネルの中を走る時、この作品に出てくる

「トンネル、トンネル、トンネル」「まっ

くら、まっくら、まっくら」の言葉を連

呼します。そして、長～いトンネルを出

たところで、声をそろえて「でた～あ、

おひさまだ！」って。中でも１番大きい

声は私でした。（絵本を楽しむ会・Ｍ）

余野川の土手でゴミ拾いをする細河小学校の児童

細河小学校　アドプト・ロード清掃活動
　池田市中川原町の市立細河小学校（西

村章校長）の４年生４３人が６月２４日、

学校前の国道４２３号と余野川河川敷の

清掃を行った。中川原橋から下流１００

メートルほどの一帯は、市民団体や企業

が環境美化活動を継続的に行う大阪府の

アドプト・ロードとして、２００８年か

ら細河小学校が清掃活動をしている。

　大阪府池田土木事務所の職員の指導を

受けた児童は、強い日差しが照りつける

中、軍手をして土手や河原に落ちていた

ゴミをビニール袋に拾い集めた。約１時

間の清掃で、大きなビニール袋７つ分の

ゴミが集まり、神野慶介くんは「思った

よりたくさんあった」と驚いた様子。ゴ

ミは翌日、燃えるゴミ、空き缶、ペット

ボトルなどに分別した。

　４年１組を受け持つ林綾子教諭は「道

の清掃が自分たちのためだけではない

と、子どもなりにわかってくれたと思

う。より一層地域に親しみをもってくれ

れば」と話した。

　　　　　　　　　　　　　（礒野健一）

子育てサークル⑪　姫室リトミック
　親子で楽しめるリトミックの会「姫室

リトミック」が毎週月曜日、池田市姫室

町３の姫室・室町会館で開かれている。

リトミックは全身をリズムにのせて動か

すことで、心と体の調和を促す音楽教育。

　池田市の主婦、村上登志代さんが３年

前、当時１歳だった長男がリトミックを

気に入ったのをきっかけに「できるだけ

安く、でも講師からきちんと習いたい」

と、自ら講師を探して会を作った。現在、

１０組ほどの親子が常連になっている。

長女で２歳の紅音（あかね）ちゃんと毎

週参加している里井優子さんは「娘が通

う度にどんどん楽しそうになってきた」

と笑顔で話していた。予約・問い合わ

せはメール（himemurorythmique@mail.

goo.ne.jp）で。　　　　　（早川方子）
10 時 40 分～、11時 20 分～▽初回 500 円、2回
目以降 700円。6回チケット 3000円
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災害時のライフライン④　関西電力の対応（上）

小曽根電力システムセンター。豊中・池田だけでな
く、淀川以北の北摂地域を担当する

関西電力大阪北給電制御所は、6人 1組が 3交替制で 24時間監視を続ける。右端のモニターには気象情報が
リアルタイムに表示されている

　１９９５年１月１７日に起きた阪神大

震災では、発生直後に約２６０万戸が停

電した。しかし、１週間で全戸への応急

送電が完了した。関西電力ではその時の

経験などを踏まえ、どのような防災対策

をとっているのだろうか。

　豊中・池田地域の電力供給を統括して

いるのは、大阪北給電制御所（大阪市北

区本庄東３）だ。ここは大阪府の北半分

を管轄している。その担当面積は関西電

力全体の約３％だが、販売電力量は約

２１％を占め、最も需要密度の高いエリ

アとなっている。

　送電ネットワークは２４時間態勢で監

視され、何らかの異常が発見されると、

豊中・池田エリアの場合は小曽根電力シ

ステムセンター（豊中市浜４）に指令が

行き、保守・復旧作業に取りかかる。異

常は地震だけでなく、台風や大雨、落雷、

積雪といった気象情報にも注意を払う必

要がある。停電に直結する落雷は、監視

モニターに落ちた場所がリアルタイムで

表示され、送電線の点検作業に生かされ

ている。

　地震への対策では、発電所や変電所、

地中送電設備の耐震化が進められてい

る。どれも強い地震動に対応しており、

阪神大震災の時も目立った被害は見られ

なかった。しかし、東日本大震災のデー

タを精査し、より強い地震へも対応でき

る設備を目指すという。

　また、耐震化と並ぶ対策として、関電

は送電などの多重化を挙げている。これ

は大規模災害によって設備が破損、送電

停止となった場合、別ルートでそれを補

う構造だ。例えば通常時の豊中へは、能

勢変電所（能勢町）から送電されている

が、そこがダウンしても猪名川変電所（兵

庫県猪名川町）を通るルートで供給され

る。また、変電所の変圧器や配電線も、

必ず複数設置されている。　（礒野健一）

編集長のズボラ料理⑭　梅干しの茶わん蒸し
　茶わん蒸しは曲者だ。茶わん蒸しだけ

で食べることはないので添え物ではある

が、必要でもあり、必要でもないのだ。

　僕らぐらいが泊まる宿では、夕食に必

ず茶わん蒸しがついている。それ自体、

そう値の張るものではないだろうから、

きっと１品多く見せるための作戦に違い

ない。その場合、僕は食べ方のルールを

決めている。茶わん蒸しは最後の選択肢

として残しておくのだ。

　おかずでビールと酒を飲む。それだけ

で満足すれば、それで良し。これを茶わ

ん無視と言う。物足りなければ、ご飯

を食べるが、みそ汁と漬け物だけでは

ちょっと寂しい。そんな時、茶わん蒸し

が「待ってました」とばかりに、自己主

張してくるので、さりげなく受け入れる。

　家族ですし屋に行くとする。子どもが

小さいころは、パクパクよく食べる。料

金が心配になってくる。そうなると、次

のネタを注文しようとする瞬間に「茶わ

ん蒸し」と声をあげる。子どもは量にだ

まされ、金も節約できるので、「茶わん

蒸し様」と丁寧にお出迎えする。

　以前、河内長野市の料理店を取材し

たことがある。そこの茶わん蒸しに

は、意表をつかれた。具は梅干しだけ。

２０１１年初め、親類の法事の後の食事

会が和歌山市のホテル「萬波」であった。

何と、ここでも梅干しの茶わん蒸しが出

たのだ。１５年ぶりの再会以来、茶わん

蒸しに謝り、偏見を捨てた。

　特別な作り方ではない。生卵とだしを

混ぜて溶き、茶わん蒸しのもとを用意す

る。器の底に梅干し１つを置き、その上

から注ぐ。量は容器の７分程度。梅干し

はハチミツを使ったような甘めのものが

良い。普通のものなら、少し酒をふって、

塩味や酸味を抑える。僕は面倒臭いから、

レンジでチーンをして完成させる。

　７分程度にしたのには訳がある。小鍋

に水を入れ、和風だしのもととコンソメ

スープのもとを入れて煮立て、最後に青

ノリの粉を加え、素早く溶いたクズを入
客に出す際には、中身を言わない方が良い

れてとろみをつける。これを茶わん蒸し

の上に乗せる。萬波では、青ノリの代わ

りに大葉の細切りとシラスだった。

　もし、お客さんに出すときは、何も話

してはいけない。客が梅干しを発見した

時の表情を楽しむのだ。　　　（梶川伸）

子育てとエコに配慮　テック千里のヒノキの家完成

豊中
市民病院●
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第十三中学校
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桜の町南柴原体育館南

桜の町北
中央環状線

Ｐ

●郵便局

豊中市千里園 3-13-22

中国自動車道

茨木方面からお越しの方は
中央環状線の左車線をお進みください。

大阪モノレール柴原駅

マンション
●

公園
豊中市刀根山2-8-3

　　大阪モノレール「柴原駅」までの送迎あり

＜左＞完成イメージパース　【テック千里】豊中市上新田 2 － 14 － 14 ▽電話 0120 － 87 － 1009 ▽ファク
ス 06 － 6872 － 1029 ▽メール tec@tec1009.jp

　消費税アップがほぼ確実になった今、

マイホームの新築や建て替えの関心が高

まっている。特に若い世代が注目してい

るのが「子育てと環境に配慮したヒノキ

の家」で知られ、創業３５年間、新築、

増改築１９００件の実績を持つ「テック

千里」（豊中市上新田２－１４－１４）。

　テック千里の特徴は、家づくりの過程

を見学者に公開することにある。

　「耐震偽装や材木産地偽装などが珍し

くない昨今、すべてを見ていただきたい」

と話すのは、同社お客様管理マネジャー

の三谷光子さん。材木の産地から基礎工

事、建築途中、完成までの全工程で見学

会を開き、見学者が現場で職人らにじか

に質問できる場を設けている。

　７月１６（土）、１７日（日）には、

豊中市刀根山で完成住宅の見学会が開か

れる。モデルルームではなく、子育て中

の夫婦が実際に新築した物件で、「子ど

もが勉強しやすい家」をテーマに建てら

れたもの。キッチンから勉強する子ども

を見守れるスタディーコーナーなど、マ

イホーム購入を考えている子育て世代に

とって家づくりの具体的なヒントを得ら

れるよい機会になりそうだ。

　環境と安全にも重視し、地震に強い奈

良県吉野産のヒノキと、気密性の高い充

填（てん）断熱で「夏は涼しく冬は暖か

い」を実現。電気代の節約もできる。

　三谷さんは「ぜひ現場でじかに質問し

てください。必要であれば、土地探しも

お手伝いいたします」と見学会への参加

を呼び掛けている。　　　　（早川方子）

【注文新築完成自由見学会】

　７月１６（土）、１７日（日）の午前

１０時～午後４時。豊中市刀根山２－８

－３。奥様ハッピープレゼントやキッズ

コーナー、臨時無料駐車場（豊中市千里

園３－１３－２２）あり。問い合わせは、

電話０１２０－８７－１００９へ。

ご予約の方は、希望の日付・時間帯をご記入の上、
FAXかメール・TELにてお申し込みください。
（事前にお申し込みいただいた方には、クオカード 1000円分進呈）

お申し込み内容
希望の時間帯に○をしてください

7/16
（土）

（　）（　）
AM PM 

7/17
（日）

（　）（　）
AM PM 

お名前 

ご住所

TEL 

Mail 

FAX：06-6872-1029 三谷まで
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ハンバーガーにほれ込んで　ニック＆レネイ

◎

豊中熊野
郵便局◎

ＧＳ◎
◎
池田泉州銀行  

◎ＧＳ 

◎
郵
便
局  

コープ
東豊中  

にぎり長次郎◎ 

タイヤ
ガーデン◎ 

上野小学校

◎
青池公園

東豊台小学校

熊野町4北

上野坂南

NICK & RENEE
（ニック アンド レネイ）
NICK & RENEE
（ニック アンド レネイ）

　サイクルベース
◎あさひ

阪急バス「東豊中団地前」か「熊野町西」下車徒歩
5 分。駐車場もある

【ニック＆レネイ】豊中市東豊中町 6 － 1 － 11 たかみビル 1 階▽ 11 時～ 20 時（土・日曜、祝日は 10 時～）
▽火曜定休▽ 06 － 6857 － 0085

　ハンバーガーにほれ込んだオーナーの

林知一さんが２００９年９月、豊中市東

豊中町６にハンバーガー専門店「ＮＩＣ

Ｋ＆ＲＥＮＥＥ（ニックアンドレネイ）」

を開店させた。店名は映画好きの林さん

が大好きな俳優、ニコラス・ケイジとレ

ネイ・ゼルヴィガーからとった。

　「こんな食べ物があることを地元の人

に知ってほしい。おいしさを伝えられる

のは僕しかいないというぐらいの勢い」

で始めたと林さん。数年前、東京都渋谷

区や品川区にある２つの店でオリジナル

ハンバーガーを食べ、そのおいしさに感

動したのがきっかけになった。

　林さんは業務用マットの営業マンを経

て、ハンバーガーのチェーン店に勤めた

後、フランチャイズ店を経営していた。

接客や経営ノウハウを学べたことが今、

役に立っていると話す。

　自慢のパティ（肉）は九州産の黒毛和

牛１００％でつなぎは無し。肉の部位、

割合、こねる時間など徹底的にこだわり、

試行錯誤を繰り返した。選び抜いた部位

はロースとスネ、牛脂。粗びきのものを

をザックリ、ザクッと力を入れてこねる。

肉がポロポロにならないよううまく空気

を抜いて、直火グリラーで脂を落としな

がら焼く。肉がジューと焼ける音とこう

ばしい香りが何とも食欲をそそる。

　焼き上がった肉汁たっぷりのパティは

焼きタマネギ、トマト、レタスと、ピク

ルスやマスタードを合わせた自家製タ

ルタルソースとともに、新千里南町３

の「ア・ビアント」製のバンズ（パン）

にサンドして完成。高さ約１０センチの

ハンバーガーはポテト付き８８０円。メ

ニューは約２０種類。テイクアウトもで

きる。「油っこくならないよう工夫して

いる。常連の８２歳のおばあちゃんがぺ

ロリと完食してくれるのもうれしいこと

です」と林さんは話す。　　（進藤郁美）

能勢街道をゆく⑰　辻ケ池公園～建石町

防災倉庫（左）も設けられた星の宮（池田市建石町）

　スタート地点、池田市の辻ケ池公園前

に、能勢街道の案内板がある。周辺に興

味を引くスポットがいくつも書いてあ

り、寄り道をしながら進むことにした。

　まず訪ねたのは、上池田２の小さな呉

服（くれは）神社。池田駅の西に、中国

から織り物を伝えたと日本書紀に出てく

る呉織（くれはとり）と穴織（あやはとり）

にちなむ呉服神社がある。そこで尋ねる

と、「御霊（みたま）を移したことはない」

そうで、上池田の神社の成り立ちははっ

きりしない。

　さらに街道をそれて、池田茶臼山古墳

（五月丘１）へ。古墳時代前期の典型的

な古墳で、全長６２メートルの前方後円

墳。古墳は公園の中にあり、説明板に公

園になった経緯が記されていた。

　１９５７年に五月山区画整理事業が始

まった。古墳が壊される恐れがあり、郷

土史家らが保存運動に乗り出した。これ

が日本住宅公団（現都市再生機構）を動

かし、古墳を取り込んだ茶臼山公園とし

て整備された。説明板は「文化財保存運

動の画期的な成果」と結んでいる。

　街道に戻ると、上池田薬師堂がある。

格子戸ののぞき穴から中を見ると、市重

要文化財の薬師如来が安置してある。桜

材の一木造りの仏像で、高さ１４５セン

チ。中は暗く、左手の薬つぼは見えるが、

顔の表情は分からないのが残念だ。堂の

前に、石仏や五輪塔がまとめてあった。

　星の宮に立ち寄る。建物が新しい。境

内にいた森脇（正式には「力」ではなく

「刀」）健二さんに聞いた。阪神大震災で

屋根瓦がずれてしまい、建て替えたのだ

という。その際、２つあった社を１つに

し、その代わり防災倉庫を新設した。

　この神社にも、呉服にちなむ伝説があ

る。呉織らが夜遅くまで絹織物を織って

いると、たくさんの星が天からおりて来

て、手元を照らしてくれたという。

　ここは、がんがら火祭り（８月２４日）

のスタート地点でもある。京都・愛宕（あ

たご）神社からお札をもらい、それを種

火に見立て、山に「大」の火文字をつく

りに登る。森脇さんは早くも祭りの準備

作業をしていた。境内にはまきが積まれ、

シートがかけてあった。「最近は乾いた

木が少ないので、乾かしておく」と、森

脇さんは話した。

　池田城跡公園に登った。満開の白いユ

リを見て、今回は打ち止め。 （梶川伸）
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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。

7月の催し物ピックアップ
 9（土）　  
 逸翁美術館夏季展「銘のある茶道具」（8月14日まで） ／池田・逸翁美術館  
 10 時～ 17 時（入館 16 時半）。千利休が切腹を命じられた際、自ら削り、

古田織部に与えたという茶杓「泪」、その景色から連想される古歌に由

来する志野茶碗「卯花墻」など、銘の付いた茶道具の数々が並ぶ。月

曜休館（7月 18 日は開館、翌 19 日休館）。一般 1000 円、大学・高校生

600 円、中学生以下無料。23 日 14 時から裏千家今日庵文庫長・筒井紘

一さんの講演会。逸翁美術館 072-751-3865。 

 1 7（日）　  
 くれはフェスティバル ／池田駅南側のサンシティ前広場  
 13 時～ 16 時半。くれはコミュニティ推進協議会が織り姫伝承の跡地や神社など自分の住む町の歴史

を知って、好きになろうという主旨で開催。くれは小学校吹奏楽クラブの演奏、こどもファッショ

ンショー、子どもみこしの巡行、流しそうめんなど。小雨決行。 

 アルパカランド ／池田駅前のてるてる広場  
 10 時半～ 17 時（雨天の場合 18 日）。池田から笑顔を！を合言葉に子どもが楽しめるゲームやステー

ジ演奏、屋台など。市観光・ふれあい課 072-754-6244。 

 1 9（火）　  
 ものづくりフォーラム ／とよなかインキュベーションセンター  
 19 時～ 21 時。講演「鉄・非鉄金属から複合素材へ」や、ものづくり事業所の交流会など。定員 30 人。

参加費は交流会参加費込みで 500 円。豊中市地域経済課 06-6858-2187。 

 2 0（水）　  
 東北関東大震災復興支援チャリティー・フィットネスフェスタ「世界一よくわかる！ウォーキング講習会」 ／豊中
市立豊島体育館  
 10 時～ 11 時半。ウォーキングをする際の正しい姿勢などを、アシックスのウォーキングトレーナー、

サルティス池田さんに学ぶ。フロアーシューズ、運動の出来る服装、タオルなど持参で。参加費 500

円。フェスタの収益金は全額日本赤十字社に寄付される。 

 第98回月なみ九雀の日 ／豊中市立伝統芸能館  
 19 時開演。桂九雀が主宰する「落語工房」による月例落語会。桂九雀、林家竹丸、桂弥太郎が出演。

自由料金制（客が自由に決めた金額を投げ銭箱に入れる方式）。落語工房 06-6845-8636。 

 2 1（木）　  
 池田駅前てるてるビアガーデン ／池田駅前のてるてる広場  
 8 月 19 日までの木、金曜 17 時～ 21 時。池田駅前の夏の風物詩。仕事帰りに冷たいビールを１杯！

市地域活性課 072-754-6241。 

 親子ボランティア講座 ／豊中・原田交流スペース（原田老人デイサービスセンター内）  
 9 時半～ 12 時。車いす、手話、点字、アイマスク（目隠しをして歩く）体験や、デイサービス利用

者との交流など。小学生と保護者が対象。定員 20 組。参加費は保険料と資料費込みで、1人 105 円。

先着順。ボランティアセンターぷらっと 06-6848-1000。 

 2 2（金）　  
 理科工作教室「観覧車を作ろう」 ／池田市の五月山児童文化センター  
 13 時半～ 15 時半。厚紙や段ボールで手動観覧車を作り、観覧車の仕組みや機械が力を伝える方法を

学ぶ。小学 3～ 6年生対象。先着 10 人。無料。五月山児童文化センター 072-752-6301。 

 2 3（土）　  
 刑務所作業製品展示即売会 ／豊中・千里文化センター「コラボ」  
 10 時～ 17 時。家具、工芸品、靴、生活物品など刑務所作業で作られた製品を販売。7月 24 日 10 時

～ 15 時も開催。豊中市地域福祉室 06-6858-2219。 

 ハーブの育て方と楽しみ方 ／豊中・花とみどりの相談所（豊島公園内）  
 10 時～ 12 時。花とみどりの相談所の相談員から、ハーブの育て方などを学ぶ。定員 30 人。参加費

は材料費込みで 1 人 500 円。7 月 19 日 9 時から申し込み受け付け。先着順。花とみどりの相談所

06-6863-8439。 

 2 4（日）　  
 育児ブラスサークルぽこあぽこ「第5回ファミリーコンサート」 ／池田市民文化会館　アゼリアホール  
 14 時～ 16 時半。ママさんブラスバンドによる、親子で一緒に楽しめる吹奏楽コンサート。曲目は

「夢をかなえてドラえもん」「ディズニーメドレー」「スーパーマリオブラザーズ」など多数。授乳室、

おむつ替えスペースあり。参加申し込み不要。無料。問い合わせはホームページ（http://poco-

toyonaka.jugem.jp/）のメールフォームから。 

 2 5 (月 )～  
 大阪音楽大学「2011年度　指導者研究案内」 ／豊中市庄内幸町1-1-8、大阪音楽大学　キャリア支援セ
ンター  
 音楽科の教員や地域で音楽指導をしている指導者のために、合唱〈基礎編〉やピアノ、幼児音楽な

どの「指導者研修」が開催される。要予約。資料請求は、大阪音楽大学「キャリア支援センター」

06-6334-2442 まで。 

 2 8（木）　  
 夏休み親子教室～豊島公園の昆虫～ ／豊中・花とみどりの相談所（豊島公園内）  
 10 時～ 12 時。ＮＰＯ法人シニア自然大学の水野辰彦さんら講師から虫の話を聞き、豊島公園内の昆

虫を観察する。対象は子どもと保護者。定員 20 組。7月 22 日 9 時から申し込み受け付け。先着順。

花とみどりの相談所 06-6863-8439。 

 産業技術総合研究所関西センター　一般公開 ／池田市緑丘１の産業技術総合研究所関西センター  
 9 時 45 分～ 16 時半。5年ぶりの一般公開。無重力を体感したり、アサガオでリトマス試験紙を作っ

たり、多数の実験や科学教室。電池作りやサイエンス実験ショーなど事前予約が必要なものもある。

予約は 7月 19 日から受け付け。関西産学官連携センター広報担当 072-751-9606。 

 3 0（土）　  
 女性合唱8・4「Concert　2011」 ／豊中・千里阪急ホテル内　アイヴィーチャペル  
 18 時半～。豊中市を中心に活動している「女声合唱　8・4（じょせいがっしょう　はちてんよん）」

の演奏会。入場無料（全席自由）。「じゅうにつき」「光と風をつれて」など。詳しくはホームページ

（http://page.freett.com/8_4/）へ。 

 3 1（日）　  
 夏休み理科工作教室「プロペラカーを作ろう」 ／池田市の水月児童文化センター  
 13 時 30 分～ 15 時 30 分。発砲スチロールトレイやボトルキャップでプロペラカーを作り、車が走る

仕組みを勉強する。小学 3～ 6年生対象。先着 10 人。無料。水月児童文化センター 072-761-9233。 

　池田市城南３、市立池田病院の看護師

が６月２３日からナース姿のふくまる

ちゃんの缶バッチをつけている。ふくま

るちゃんの職業が看護師だったことが判

明し、池田病院のイメージキャラクター

に起用した。副看護部長は「患者さんの

心が和むのでは」と話す。　（進藤郁美）

看護師にふくまるバッチ

　７月２０日～２０１２年３月３１日、

豊中市立岡町図書館に「手塚文庫」が設

置される。手塚治虫の作品約８００冊が

貸し出しされ、入館者には手塚治虫記念

館の入館料が１割引きになるチラシが配

布される。チラシは３０００枚、先着順。

　　　＝情報提供・豊中市（早川方子）

岡町図書館に手塚文庫
なっちゃんは、ぼくのいもうとです。

“なつき”といいます。

３さいです。

けんかもするし、ないたらすごくうるさ

いけど、

おもしろいこといっぱいしゃべるので、

みんなわらいます。

とてもかわいいです。

ぼくのいもうとに、うまれてきてくれて、

ありがとう。

　　　　　　　　　　　そうたより

　＝小曽根小学校１年（２０１０年度）

萩原壮大さん

（豊中「伝えよう！いのちのつながり」

第２回作品から）

なっちゃんへ

機関誌から⑥植物園だより２０１１年７・８・９月号
【壁面緑化】

　都市における夏季の温度上昇を抑える

ために、様々な分野において研究・開発・

実践が行われていることは皆さんもご存

じのことと思います。

　今回は緑化技術の一つで、植物が葉の

水分を蒸散するときに周りの熱を吸収す

ることを利用した「壁面緑化」をご紹介

します。

　壁面緑化に使用する植物は多種多様で

すが、ご家庭でも簡単に実践できます。

特に鑑賞や収穫の両面から楽しめるもの

として、「ゴーヤ」「キュウリ」「ヘチマ」

「ミニトマト」などがあります。

　当植物園では、２００９年から園内に

おいて、「アサガオ」や「フウセンガズラ」

などのつる性植物を活用した「緑のトン

ネル」を作成しています。来園者の方に

少しでも涼を感じていただき、ご家庭で

も挑戦していただければ幸いです。

（豊中市寺内１にある服部緑地都市緑化

植物園は珍しい亜熱帯植物をみることが

できる。０６－６８６６－３６２１）

行列が出来る話題のスイーツ、さくら堂の生あんぱ
ん。さくら堂 http://www.sakura-sweets.jp

さくら堂の「生あんぱん」プレゼント
　マチゴトはさくら堂・ヨドバシ梅田店

（大阪市北区大深町１－１、ヨドバシ梅

田コムサストア７階スイーツミュージア

ム内▽電話０６－６３７４－７１１８）

で使える「生あんぱん」（５個入り

１０００円）の引換券を１０人にプレゼ

ントします。はがきに、さくら堂の生あ

んぱんと明記し、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（７

／７日号）にお送り下さい。７月２１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。

笹に短冊を飾り付ける私立東邦幼稚園の園児たち

豊中市北消防署にジャンボ七夕飾りがお目見え
　７月７日の七夕に合わせ、火災予防や

まちの安全への願いを込めて幼稚園児や

地域住民が折り紙や短冊などを飾り付け

たジャンボ笹飾りが６月３０日、豊中市

北消防署（岡上の町１）に登場した。道

行く人たちは、４メートルを超える特大

の七夕飾りを見上げながら、一足早い夏

の風物詩を楽しんだ。飾り付けに参加し

た越水ユリさん（８７）は「この行事に

は昭和６０年から毎年欠かさず参加して

います。地域の子どもたちと一緒に飾り

付けをすることが楽しくて。パワーをも

らいました」と話していた。

　　　＝情報提供・豊中市（早川方子）
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