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疑問を聞く①空港の離発着
強い南風で逆向きに

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

通常通り、北方へ向
かって離陸する飛行
機 ＝ 2011 年 7 月
13 日、大阪空港で

大

阪空港の飛行機の離発着は、風

える状態が継続すると予測される場

式が取られている。

向きによりどう変わるのか。国

合。管制責任者が判断すると、上空の

大阪空港は７人の管制官が１チーム

土交通省大阪空港事務所の先任航空管

空域を管制する関西国際空港のターミ

となり、３交代で業務している。管制

制官、赤池一寿徳さんに聞いた。

ナルレーダー管制に連絡、到着機の流

官は常に気象庁の風の予報を注視しな

大阪空港は南東から北西に滑走路が

れの中で、タイミングなどを見計らっ

がら飛行機誘導の指示を出している。

伸びている。通常は六甲山系に向かっ

て変更される。この時、大阪空港事務

赤池さんは「大阪空港は様々な機種の

て南側から着陸し、北方へ離陸する。 所は大阪国際空港周辺都市対策協議会

離発着が１日平均３２０回、繁忙期は

赤池さんは「通常運用が９９％」だと （１１市協）に変更を連絡する。変更

３７０回あるうえ、１人の管制官が２

言う。残り１％は春先から梅雨時や台

の継続は通常は長くても３時間ほど。 本の滑走路の離発着と滑走路の横断機

風接近時など南よりの風が強い時、逆

変更時の飛行機の着陸経路は、北側に

を同時に管制する難しい空港」と話す。

向きの離発着に変わることが多い。

山があるため、通常通り南側から進入

マチゴトは読者の疑問に応えるコー

するが、西へ周回して北側へ回り込む

ナーを設けました。生活の中の疑問を

逆向きの基準は、追い風となる南東

の風が約１０ノット（風速５ｍ）を超 「サークリングアプローチ」という方
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お問合わせ先

トしている。
ヒョウタンに腰を下ろすと、

池田市の大衆演劇場「池田呉服座」で

兄弟劇団」から義援金として倉田市長に

池田市作成のパンフレット「彫刻めぐ

７月９日、東日本大震災チャリティー公

手渡された。池田市は８月初旬に宮城県

り」を頼りに歩く。パンフレットに関し

演「大忠臣蔵」が行われ、倉田薫・池田

気仙沼市に移動式循環型の風呂「池田ふ

て、今でも問い合わせがあるそうだ。

市長が特別出演した。

れあいの湯」を開設する予定で、今回の

「さつきばれ」は府道箕面池田線（桜

義援金はその燃料費などにあてられる。

通り）に並ぶ１６作品の１つ。高さ１．

の大石内蔵助（くらのすけ）役。討ち入

初舞台の感想について倉田市長は、
「所

６メートルほどのヒョウタン型のソファ

りを決意して向かう江戸への道中、九条

作を含めた全体の流れの中に、いかに自

と小さな四角いソファが並んで１つの作

関白家用人・立花左近と偽って宿を取っ

分をおくかが大事だと感じた」と笑顔を

品となっている。池田市生まれの難波皆

たところ、本物の左近と出会ってしまう

見せた。

子さんが１９９５年に作った。

（礒野健一）
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「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜２＞難波皆子さん

倉田内蔵助 池田呉服座でチャリティー公演

倉田市長が演じたのは、
「大石東下り」

TEL：06-6346-8255

が、内蔵助の思いに心を打

難波さんは「だれもが気軽に触れたり

たれた左近が武士の情けで

座ったり出来る彫刻を、自然の中にある

それを見逃す場面だ。

形から、イメージしています」とコメン

思ったより深く座れた。

（進藤郁美）

府道箕面池田線（桜通り）に難波皆子さんの「さつ
きばれ」
（1995 年）

内蔵助に扮した倉田市長

紀伊国屋書店大阪営業部 蛍池で３０年

が登場すると、いつもとは

違う風貌に、観客からは拍

手と同時に笑い声もあがっ

豊中市蛍池東町４、国道１７６号と中

の小さな営業所だったが、自社ビルとし

たが、長いせりふも見事に

国自動車道が交差するあたりに「紀伊国

て１９８１年にこの地に建設された。大

こなし、幕が下りると大き

屋書店

関西センター」の黄色い看板を

学や研究所が主な顧客のため、大阪大学

な拍手と歓声が送られた。

掲げたビルがある。ここには紀伊国屋書

などが近くにあるこの地が選ばれたのか

公演終了後、収益の一部

店の大阪営業部が入っていて、３０年の

もしれない。一般の客がここで書籍を買

（９万６５００円）が劇団

歴史がある。大阪、兵庫などを管轄下に

うことはできないが、同営業本部では地

置く同社の関西拠点ともいえる場所だ。

域の人が本に親しむための、さまざまな

「龍美麗・南條影虎スーパー

大石内蔵助を演じる倉田薫・池田市長（中央）と立花左近を演じる山﨑
照久・池田呉服座座元（左）

なぜ梅田本店のある場所ではなく豊中

青年協力隊の木村さん ベナンから帰国

企画を練っている。

なのか。大阪営業部長の西脇伸二さんに

最近好評だったのは、梅田本店で５月

よると、外商網の先駆けとして大阪営業

に開かれた「ビブリオバトル」
。お気に

所ができたのが１９５６年。当初は梅田

入りの本を持ち寄り、その本の魅力につ

国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年海外

「改めて水の大切さを痛感した」と木村

協力隊として２００９年６月から２年

さん。
「今回の経験を生かし、住民の声

いて１人２、３分でディスカッションす

間、西アフリカのベナン共和国に派遣さ

を細かく吸い上げ、それに応えたい」と

るというゲームで、
かなり盛り上がった。

れていた池田市職員で保健師の木村有紀

話している。

大阪営業部の宇田静香さんは「これから

（進藤郁美）

さんが、６月２２日に帰国した。

も本と人をつなげるような仕事をした

派遣先はベナン共和国の南部にあるア

い」と話している。

（早川方子）

ボメイ市。市の保健センターに配属され、

西脇伸二さん（左）
と宇田静香さん

現地スタッフと一緒に子どものワクチン

接種や母子の健康診断をはじめ、カルテ

の書き方や栄養状態の判断方法、整理整

頓など職場環境の改善に努めた。
「設備

が整っていない病院も多く、病気になっ

ても明確な診断ができないケースが多

かった」。また、
「病気を予防する考えが

浸透しておらず、ほとんどの人が健康保

険に未加入。現地での職場環境が悪く、

紀伊国屋書店関西センター。従業員の
多くは豊中市内に住んでいるという

給料の未払いを理由に９カ月ほどストラ

イキが起こっていた」と話す。
生活面では水の問題が深刻だった。井

マチゴトでは、豊中・池田のちょっとした疑問を募集しています。

戸水をくみ上げ、配給されるのだが、電

気の供給が不安定で断水も多かった。常

にバケツに水をためて生活したという。

地域密着新聞だからこそ、地元のわからないことは取材して解決できるかも。
メール：info-toyonakaikeda@machigoto.jp

写真を見ながらベナン共和国での活動を話す木村さ
ん。6 月 27 日に職場復帰した

運動の習慣化を 南谷クリニック副院長・南谷哲司さん
【医療法人南谷継風会

南谷クリニック

医療法人南谷継風会「南谷クリニッ

癖などを知ってもらえれば、その後の予

法を提案している。医師の仕事について

ク」副院長の南谷哲司さんは、サッカー

防にもなる」と話している。病院にはメ

「人の一生にかかわれる仕事ができたら、

Ｊリーグの京都サンガのチームドクター

ディカルフィットネスを併設し、その人

こんなにうれしいことはない」と笑顔を

住所：豊中市岡町北１－２－４▽電話：

も務める整形外科医だ。
「スポーツはア

の健康状態や身体能力に合わせた運動療

見せた。

０６－６８４１－５７００

（進藤郁美）

岡町本院】

スリートだけのものではない。特別なも

のではなく、日常の中で体を動かすこと

がスポーツだ」と話す。
スポーツは生活習慣病をはじめ、様々

な病気の予防になる。
「鍵は血管にあり」

と南谷さん。駅で階段を使ったり、ひと

駅歩いたり、座って足を上下するだけで

も筋肉が伸縮し、血液の流れがよくな

る。「血管をいかに健やかに保つかが重

要」で、それにはスポーツが必須なのだ

という。
「皆さん、
頭では分かっていても、

なかなか続かないのが課題。どうすれば

継続できるか、手を変え品を変え、試行

ひざの靱帯（じんたい）損傷
で手術を受けた学生スポーツ
選手のリハビリを行う南谷ク
リニックのスタッフ

錯誤している」と笑う。
「私の治療は診察、投薬だけでは終わ

らない。病気の原因を探り、人に備わっ

た治癒力を引き出すリハビリを加える。

リハビリをきっかけに、これまでの悪い

「『運動の習慣化』を普及していくのが自分の仕事」と話
す南谷クリニック副院長の南谷哲司さん

お問合わせ先

事をしてもらえれば」と話している。

場所を作ろうと、小学１年～６年生の児

月～金曜は午後２時～午後７時▽土

童を対象とした民間学童保育サービス

曜、
夏休みなどは午前８時半～午後７時。

「おかまち楽童（がくどう）くらぶ」が

（進藤郁美）

【なつのいちにち】
我が家の長男はアリの行列にも道を譲

１室を借りてオープンした。

ントでした。この作品の男の子は、いつ

豊中市のふるさと雇用再生基金事業の

もはお兄ちゃんと昆虫採集に出掛けるの

「おかまち子ども元気プロジェクト」の

ですが、今日は自分だけでクワガタを捕

ひとつで、民間企業と社会福祉法人豊中

まえようと、勇んで出かけます。男の子

市母子寡婦福祉会が運営している。学習

の全力疾走や息遣いが、まるで私も走っ

支援を柱に据え、大阪大学の学生ボラン

ているのではないかと勘違いするほどの

ティアが週３回、子どもたちに勉強を教

迫力です。さて、男の子はクワガタを捕
【おかまち楽童くらぶ】豊中市中桜塚 2 － 29 － 3
豊島ハウス 5 号▽ 06 － 6843 － 0999

「なつのいちにち」文・絵：はたこうしろう（偕成社）

安全なプール遊びのために

の１室で、１階が台所と６

畳間、２階に和室が２部屋。

しむ会・Ｍ）

が大好きで、夏休みに田舎へ行くことは、
ビッグサイズの虫をゲットできる大イベ

昭和の趣があふれる木造２階建て住宅

まえることができたのかな？（絵本を楽

るほどの虫嫌い。反対に長女と次男は虫

７月１日、豊中市中桜塚２の集合住宅の

える。
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子どもと楽しみたい絵本 よちよち編⑦

昭和の趣の家で民間学童保育
放課後、子どもが安心して過ごせる居

TEL：06-6346-8255

子どもたちが楽しみに待っていた夏休

かってけがをさせてしまう恐れもある。

子どもたちは学校が終わる

みが、いよいよ始まった。家族連れでプー

と「ただいま」と帰ってく

ルに出かける機会が増えるこの時期、心

る。保護者からは「おばあ

配なのが水の事故。どんな事故が多いの

熱中症とは反対に、冷えからくる頭痛

ちゃんの家に居るよう」
「何

か、またどこに注意すべきなのか、服部

や腹痛も多い。楽しくてつい時間を忘れ

だか落ち着く」と好評だ。

緑地ウォーターランド（豊中市服部緑地

がちだが、定期的に水から上がって体を

１）を管理する服部緑地管理事務所に聞

休めること。

福祉会の松本成実さん、

新留昭子さんは「子どもが

いてみた。

次に多いのは熱中症。こまめに水分を
補給しよう。

服部緑地ウォーターランドは、１時間

自分の家で過ごしている

プールでの事故、と聞けば、
「遊泳中

に１回、客をプールサイドへ上げて、ラ

ような落ち着ける場にした

に足がつる」
「おぼれる」などを連想し

ジオ体操を行っている。休憩と準備運動

がちだが、意外にも１番多いのが、プー

のきっかけになるとともに、その間に

ルサイドでの転倒による切り傷や裂傷な

プール内の排水溝のネジがゆるんでいな

どのけが。プールサイドは濡れていて滑

いかなどをチェックしているのだ。

い。親には実家に預けてい

るような安心感を持って仕

「おかまち楽童くらぶ」は勉強と遊び、お手伝いの場。1 階は遊び部屋、
2 階は勉強部屋になっている

夫婦で楽しむＷの子育て⑩
◆「どや顔」禁止
パパが育児や家事を手伝ってくれるよ

りやすく、また硬いコンクリートででき

服部緑地管理事務所は「特に小さなお

ていることが多いので、くれぐれも走ら

子さんから目を離さないようにして、監

「そんな高い材料ばっかり買って」と

ないように注意しよう。人でいっぱいの

視員の注意には素直に耳を傾けてくださ

か「もっと細かいところもキレイにして

夏休み中は、自分だけでなく、人にぶつ

い」と呼びかけている。 （早川方子）

うになると、必ずぶち当たる問題。それ

よ」なんて言われたら「もうやるか！」

が『どや顔』です。

と逆戻り。

ハーブで暮らしを楽しむ⑥

「どや？オレのカレー、うまいやろ！」

とにかくやってくれたことに感謝。そ

「オレがオムツを替えると泣かへんで」

の上で「カレーの材料は１０００円以内

夏本番の真っただ中。今夏は節電にも

「今日はトイレ掃除しといたったで」

で買えるよ」と具体的に伝えていければ

工夫が必要ですね。今回は“精油を使っ

いいですね。

て涼をとるレシピ”のご紹介です。

やってやったぞ！すごいだろう！と自

信たっぷりにアピールしてくれます。

もちろんパパは、どや顔はどうぞ控え

ミント類の精油には冷却作用があり、

てもヒンヤリします。
【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。

マ マ は つ い「 私 は 毎 日 し て る の に

めに。どや？とアピールされればされる

中でも、和精油である北海道の北見の

http://mrs-lavender.com/ ▽ info@mrs-

……」と思いがちですが、ちょっと待っ

ほど、ママの気持ちは冷めていくことに

ハッカオイルはこの冷却作用が高く、オ

lavender.com

て。多少イラッとしても表情には出さず

気づいてくださいね。

ススメです。ペパーミントオイル、スペ

「ありがとう。おかげで助かったわぁ。 【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住の

アミントオイルも同作用があります。

さすがやね」と感謝の気持ちを伝えま

ライター・コピーライター。２歳男児の

【レシピ１】塩大さじ１～２杯に精油１

しょう。

母。夫は平日の夫婦２人の弁当と、休

～２滴入れてよくかき混ぜたものをお風

日の朝昼晩の食事 を つ く る イ ク メ ン。

呂のお湯に溶かし入浴すると、お風呂上

http://ameblo.jp/mamawriter/

がりがとっても涼しく感じられます。

そう、ここが分かれ道。せっかくのや

る気をくじいてしまうともったいない。

【レシピ２】エタノール小さじ１に精油

豊中第十五中でたなばたコンサート

２～３滴を加えてよく混ぜたあと、大さ
じ３杯のお水を足してスプレー容器に移

豊中市立第十五中学校（熊野町３）の

ンサートをきっかけに、吹奏楽部のファ

し、できあがり。よく振ってから、首や

吹奏楽部が７月３日、
近くの住民を招き、

ンになり、昨夏の吹奏楽コンクール府大

脇の下辺りにシュッと吹きかけると、と

たなばたコンサートを開いた。

会には大阪国際会議場まで応援に行った

このコンサートはクラブ活動の楽器練

ほどで、
「地域のお子さんが頑張ってい

習で大きな音を出し、周辺に迷惑をかけ

る姿を見られるのが毎年楽しみ」と語っ

ることもあるという思いから、おわびの

ていた。

うちわや扇子に精油を 1 滴たらして仰ぐと、涼しさ
とともに香りも楽しめます

子育てサークル⑫ しょうない おやこでにほんご
地域の外国人ママが日本人親子と交流

中市に引っ越してきた台湾出身の羅美恋

しながら日本語を学ぶサークル「しょう

（ロ・メイレン）さんは「以前は家の中

意味とクラブ活動への理解を深めてもら

演奏を終えた吹奏楽部部長の若山夏帆

う目的で始まり、今年で５年目。夏の吹

さんは、
「期末テストが終わって間もな

ない

奏楽コンクールの演奏曲や「キダ・タ

くで、十分な練習ができていませんでし

豊中市立庄内図書館で開かれている。子

で友だちが増えてうれしい」と笑顔で話

ロー・メドレー」など、アンコールを含

たが、応援してくれる皆さんへの感謝の

育て中の外国人ママと日本人ママがそれ

していた。
「おやこでにほんご」は岡町

め１１曲が演奏された。演奏を聴きに来

気持ちを込めて、
一生懸命演奏しました」

ぞれ子どもを連れて一緒に料理をし、お

図書館でも開かれている。 （早川方子）

ていた保下芳子さんは、このたなばたコ

と話していた。
（投稿・河合利一郎さん）

しゃべりをして、互いの文化への理解を

おやこでにほんご」が毎週火曜日、

にこもってばかりいた。ここに来ること

深め、多文化共生社会を一緒につくろう

子どものつぶやき 「すきやのに」
（３歳）
２人ぐみのペアを探すとき、ともみ

ちゃんがみかちゃんを誘いましたが、み

かちゃんには、もう決めた相手がいて断

られてしまいました。
ともみ「もうみかキライ！あそんだれ

へん！」
みか「なんで

そんなんいうん？

み

か、ともみのこと

すきやのに」

ともみ「………」

というもので、外国人ママの出身地は
オーストラリア、中国、台湾、韓国など
さまざま。
取材した日、図書館の調理室ではクッ

みかちゃんの言葉を聞いて、ともみ

キーとシフォンケーキのレッスンが開か

ちゃんもハッとした表情でした。少し照

れていた。料理が得意な中国人ママの張

れ笑いをして、またペアを探しに行きま

奕（チャン・イー）さんが先生になって、

した。

子どもたちも一緒に材料をかき混ぜたり

（豊中市・子どものつぶやき展より）

計ったりと和気あいあい。去年９月に豊

日本人参加者はすべて講習を受ける。詳しくは、と
よなか国際交流協会（06 － 6843 － 4343）
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「マンパワーの充実」が生み出す、店の個性と力
個人の特性や力の集まりが、店として

に折りたたまれた」という話もあった。

の個性や力となる。
「皆が働きやすいよ

若いエンジニアチームをまとめるのは

うサポートを徹底する。希望も不満も

１９年目の安山勇さんだ。競艇選手にあ

しっかり受け止めたい」。ネッツトヨタ

こがれたが、背が大きくなりすぎ夢を断

ニューリー北大阪・オートブランチ緑ヶ

念。エンジニアの道を歩んだ。仕事では

丘店の畠中信好店長は、そう話す。

客よりも目線が下になるようにし、丁寧

販売課は個性派のベテラン３人衆。篠

田宏二さんは、笑福亭鶴瓶そっくりの笑

顔と、軽妙なトークで相手を和ませる。

「お客様とは、包み隠さず本音で話をす

る」ことがモットー。初めて車を売った

時の話を懐かしそうに振り返る横顔に、

その誠実さが垣間見えた。

さが自然と出るよう意識している。
レディースデー（毎週金曜）のスイー
ツプレゼントで、買い付けを担当するの
は店の紅一点・高田文さん。豊中市内は
もちろん、吹田や高槻まで足を伸ばす。
「自分の趣味も兼ねてね」と笑った。
ベテランを中心にした「マンパワーの

「店の癒し系」は平原豊光さんだ。店

充実」が、オートブランチ緑ヶ丘店の個

で１番年長だが、柔和な表情で優しい応

性となり輝きを放っている。（礒野健一）

対は、客だけでなく後輩に対しても変

わらない。
「相手の要望に応える行動を

自然に取りたい」。趣味はバイクツーリ

ング。
「阿蘇山は本当に素晴らしかった。

京都の北を走る周山街道もいいね」
。
「お客様と話を重ねてライフスタイル

を理解し、本当に合う車を提案したい」

と語るのは横田直也さん。元々運動神経

抜群で、数年前に始めたゴルフは社内で

も有数の腕前だが、最近は体重も増え、

「折りたたみ自転車に乗ったら、自動的

後輩たちとは「仕事の報告はもちろんだけど、もっ
と色んな話もしたいな」と話す安山勇さん（右）

【ネッツトヨタニューリー北大阪・オートブランチ緑ヶ丘店】豊中市小路 1-6-5 ▽ 10 時～ 19 時（サービス受
付 17 時半まで）▽火曜定休▽ 06-6842-0802。写真左から平原豊光さん、篠田宏二さん、横田直也さん

豊中市、池田市の皆様に伝える

マチの伝言板
誰でも参加できる情報コーナー

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。
ウェブサイトでは、申し込みの方法も掲載しています。
掲載する内容をメールまたはFAXにてご依頼ください。
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。

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

おやじカレー1周年記念セール
日頃の感謝を込めて、7 月 25 日から 3
日間おやじカレー 500 円が半額に。
池田市栄本町 1-6 ☎ 072-754-5056

英会話 外国人講師 曽根―岡町
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

おたな唎酒(ききざけ)巡り 31日迄
おたな KAIWAI の飲食店がおいしいお酒
と一品で皆様をおもてなし。7 月末まで。
詳しくは⇒ http://www.i3c.jp/otana/

22、29日 レディースデー開催！
女性先着 10 名様にスイーツプレゼン
ト。ネッツトヨタニューリー北大阪 オー
トブランチ緑ヶ丘店☎ 06-6842-0802

テック千里現場見学会 23、24日
10 ～ 16 時。 熟 年 ご 夫 婦 が 子 ど も の
成長に合わせて建て替え。豊中市緑丘
5-6-6 来場記念品付。☎ 0120-87-1009

告知をしてみませんか？

マチゴトは情報発信の大きな味方です！

毎号10.8万世帯にお届けできます。

ひんやりスカーフ プレゼント
夏物バーゲン 7 月 21 日～ 26 日
Ｔシャツ 500 円より
サマーワンピース 1000 円より
綿ブラウス、チュニック 1000 円より
デパート商品多数取り揃えております
3000 円 以 上 お 買 い 上 げ で、 ク ー ル ス
カーフをプレゼント！
豊中市本町 3-13-8 サンディ前
ファッション ROCO ☎ 06-6858-2335

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
心に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、毎日新聞石橋店：072-7618137（担当：安藤）まで。

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

☎06-6346-8255

お問合わせ先

TEL：06-6346-8255
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能勢街道⑱ 池田市建石町～ほんまち通り
街道はほんまち通りに入る。少し北に

んまりきかん。文化財に指定されたので

ず立ち寄ったのは、
天保１２（１８４１）

それると、板塀と黒塗りの壁が特徴的な

大事にせな」
。設計は辰野片岡建築事務

りは落語みゅーじあむ、大衆演劇の呉服

年創業の菓子店「福助堂」で、
「めんも坂」

大きな酒蔵が見える。酒造会社の「呉春」

所で、東京駅や大阪市中央公会堂を手が

座など、
風情のある建物が続く。
（梶川伸）

と呼ばれる場所にある。５代目店主の樋

だ。蔵の女性に精米所や倉庫の場所も教

口芳宏さんが、資料をわざわざ出してき

えてもらった。一帯が酒蔵通りとなって

て話してくれた。

いる。さらに北へ行くと、登録有形文化

今回は池田市の中心部を紹介する。ま

江戸時代のめんも坂は、今よりも北へ

財の稲束家。説明板によると、１７００

半円形に張り出し、
階段状になっていた。

年代中ごろに建てられた。稲束家は元禄

そこにあった旅館・料理屋「めん茂楼（ろ

年間（１６８８～１７０４）は甲字（麹

う）
」が、名前の起こりだと伝えられて

＝こうじ）屋という問屋で、その後は酒

いる。当時は急な坂で、「道路面は今の

造業も営んだ商家。文化サロンの趣を呈

店の２階の高さだった」と、樋口さんは

し、江戸時代の思想家の頼山陽、自由民

話す。

権運動のリーダーだった板垣退助、俳人

大正時代に新しい道路ができ、その際

に店を移転したそうだ。
「店ごと引っ張っ

たと、４代目に聞いている」とか。
阪急の創始者、小林一三が近くに居を

けた辰野金吾がかかわった。ほんまち通

の河東碧梧桐（かわひがし・へきごとう）
らが出入りしたと書いてある。
ほんまち通りに戻ると、石と赤レンガ
を積み上げた近代洋風建築が目に入る。

構えてからは、「おなごし２人と一緒に

１９１８年建築の旧加島銀行で、これも

よく食べに来た」そうだ。好物は、創業

登録有形文化財。今はインテリアの河村

以来の味を引き継ぐ大福餅。店内には画

商店が入っている。店の中で河村武彦さ

家、小磯良平が１９５４年に描いた小林

んに話を聞いた。
「天井が高ので夏は涼

の肖像画が飾られていた。

しく、ほとんど冷房なし。冬は暖房があ

災害時のライフライン⑤ 関西電力の対応（下）

福助堂（左）とめんも坂

地域医療に尽力 上田病院・上田正規理事長
豊中市の国公立病院や私立病院、診療

上田さんは１９６４年、庄内地区に

電力は非常災害対策本部を設置する。本

の小林忍さんは「街そのものがなくなっ

所が豊中市病院連絡協議会を組織し、地

４９坪の診療所を開業した。当時、治療

部は社内各所だけでなく、国や府県、警

ていることにぼう然となったが、自分た

域医療の充実を目指している。地域に根

代などはある時払いで診察するなど、患

察、消防などと連携した行動指針を指令

ちができることをしよう」と作業にあ

差した医療体制を作っていくもので、市

者が安心して治療を受けられる病院づく

する。最近では東日本大震災の時に、太

たった。紙谷充紀さんは「被災者の方々

単位の協議会を結成した例は大阪府内で

りをしてきた。根底には「奉仕、感謝」

平洋岸に津波警報が発令されたことに応

に変に気をつかわず、黙々と仕事をこな

は唯一といい、全国的にも珍しい。

があるのだという。

じて設置されたほか、昨年は台風接近に

した。電気が通った時は拍手をもらい、

伴って設置されたという。

実際に大規模災害が起きた場合、関西

エンジニアリグセンター（大阪市北区）

聴診器を持たない医師や、サラリーマ

協議会の前身は豊中市病院懇話会で、

うれしかった」と話した。指揮を執った

１９６２年に発足した。地域医療という

ン化した医師が増えていることを憂いな

大規模災害からの電力復旧には数日を

石田和義さんは「私も含めて、応援に駆

言葉だけが先行していた時期だった。懇

がら、「医師には責任感と奉仕、感謝の

要する。その間、病院など緊急性の高い

け付けた電力会社の人間は、当たり前の

話会の設立に尽力したのが、豊中市庄内

心を持って患者と向き合ってほしい」と

場所へ電力を供給するため、関西電力で

ことをしただけという意識しかない。少

幸町４の医療法人善正会「上田病院」理

願う。最後に「命に未練はないが、恋す

は１６台の発電機車を用意している（豊

しでも早く、電気を届けたいという思い

事長の上田正規さん（８２）だ。上田さ

ることを忘れてはならないと思ってい

中・池田地区を管轄する大阪北給電制御

だけ」と語る。小林さんは「仕事に誇り

んは「医療機能を明確化し、機能を分担

る。だからいつも恋してますよ」とほほ

所は２台保有）。通信手段が途絶えた時

がある。災害時は『俺たちに任せろ』と

して連携することによって、地域内で完

笑み、
「脳の刺激にもなる」と医者らし

のために、各事業所を結ぶ独自の通信網

いう気持ち」
と力強く語った。
（礒野健一）

結した医療供給体制ができる」と、各病

く付け加えた。

もあり、小曽根電力システムセンター
（豊

院と診療所間の垣根を越えた連携の重要

中市浜４）には大きな電波塔がある。

性を訴え続けてきた。

大規模災害時は、各電力会社が協力し

さらに、
「職能団体として、働きやす

合う。阪神大震災では関西電力が他社に

い職場づくりも使命」だと診療環境の改

協力を仰ぎ、東日本大震災では関西電力

善にも力を注いできた。１９７３年、豊

から延べ５０人が東北電力の復旧支援に

中市心身障害者対策協議会の会長代行を

駆け付けた。第１陣は震災発生の翌日に

務めたのをきっかけに、障害者問題に向

大阪を出発し、１８時間かけて宮城県名

き合ってきた。病院の敷地内に簡易作業

取市に到着。発電機車による応急送電作

所を設け、作業所や施設の必要性を訴え

業などに従事した。
現場で作業をした大阪北ネットワーク

小曽根電力システムセンターに立つ電波塔。手前の
電線のない電柱は、訓練用のもの

東日本大震災の電力復旧作業に赴いた、左から石田和義さん、小林忍さん、紙谷充紀さん。後ろは現場で作業
員が寝泊まりし、指揮を執ったサポートカー

る足がかりを作った。障害者問題は今で
もライフワークになっていると話す。

（進藤郁美）

【医療法人善正会上田病院】豊中市庄内幸町 4 － 28
－ 12 ▽電話 06 － 6334 － 0831

地域医療や障害者問題に対する熱い思いを語る上田正規さん
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お問合わせ先

精神保健福祉士が１日シェフ ｋｉｔｔｏ
精神保健福祉士の村沢祐子さんがスト

患者らの復職支援にあたっている。

コータローの寅

コミュニティＦＭ千里木曜日午前１１時

年！千里を翔ける」担当（日曜日１７時

からの番組でマチゴト豊中・池田の記事

～１７時半）

を紹介する「まるごと・マチゴト」も放

◆「ザ・スニーカーズ

神経伝達物質のセロトニンは、落ち着

考えた「ストレスデトックス料理」を７

きと安定感をもたらすとされる。ストレ

月１５日、
「おかまちコミュニティカフェ

スデトックス料理は「セロトニンを活性

ロカビリーバンドのザ・スニーカーズ

ｋｉｔｔｏ（キット）」に登場させた。

させるアミノ酸、ビタミン、ミネラルを

でボーカルを担当する。特徴的なリーゼ

毎月第３、第５金曜夜に提供する。

多く含む食材を使い、自然な体質改善を

ントはいかつい印象もあるが、話し方は

図る」と村沢さん。大豆や野菜をふんだ

気さくで親しみやすい。「かなりピュア

んに使った和食が中心となっている。

なんですよ」と笑う。

キットが「ワンデイシェフ」を募集し、

村沢さんが「ストレスを和らげる食事を

この日は大和野菜丸ナスの肉みそか

吹田市岸部に生まれ育ち、高校卒業後

提供したい」と応募した。
「心の状態が

け、
おからと枝豆入りつくねバーグ、ミョ

に音楽を志して上京した。「僕がいたこ

不安定になった時、まずは食生活を見直

ウガの赤だしなど１０品がセットになっ

ろの岸部は、ヤンキーだらけで本当にど

すことが大事」と村沢さんは語る。

て１５００円。村沢さんは「食材や調理

うしようもなくてね。今では笑い話だけ

専業主婦だった村沢さんは３９歳の

法を知り、家でも作ってほしい」と笑顔

ど、当時は死んだ方が楽ちゃうかと悩む

時、最愛の母をがんで亡くした。直前、

で話している。次回は７月２９日午後５

こともあった」と話す。音楽はオール

村沢さんは子育てをおろそかにしてしま

時半から。

ディーズに傾倒し、
「フランク・シナト

（進藤郁美）

うほどだったが、闘病中の母は「死を受

け止めるために心理学を学んでみたら」

と言ったという。
「たぶん母は死別後の

阪急宝塚線

セラー、産業カウンセラーと仕事の場を

広げた。より専門性が必要だと２０１０

年、精神保健福祉士の資格を取った。今

は大阪市内の心療内科専門病院でうつ病

おかまち
コミュニティカフェ

kitto

ライフ
原田
神社 桜塚
ショッピング
桜塚公園
センター
福祉
会館
ゆたか
保育所
至梅田

いたかった」と、楽器屋でフルオーケス
豊中
市役所

国道 号線

たと言う村沢さんはその後、心理カウン

商店
街

岡町駅

てくれたのでしょう」。心理学に救われ

176

【おかまちコミュニティカフェ kitto】豊中市中桜塚
2 － 27 － 8 桜塚ショッピングセンター 2 階

トラを募って失敗したこともある。
ラジオへの愛は深い。「ネットも携帯
もない時代、ラジオだけがつながりを
作ってくれる、温かい存在だった。僕も
その温かさを伝えたい」
（礒野健一）＝

大阪人の家庭には、必ずタコ焼き器が

親しみやすさが満足感へ 北商コーポレーション
「建築士と建てるフリープランの家作

西中島４―４―２５平和ビル２階▽０６

り」が、北商コーポレーションの提案す

―６３０１―０８５１、０１２０―２０

るテーマだ。岡町駅から徒歩１５分、走

― ０ ８ ５ １ ▽ http://www.kitashou-

井１丁目にあるモデルハウスを担当する

corp.jp/

続行する。タコ焼き器の仕様書を見る

が、関西での生活が長い。では、タコ焼

と、竹ぐしを使えと書いてある。それが

き器があるかというと、昔はあった。い

ない。急いで竹ばしを削る。つまり、こ

つの間にかなくなり、長いブランクを経

んな大騒ぎが会話のきっかけになるので

て最近、２代目が活動を始めた。

あって、タコ焼き器はそのための道具に

の機嫌を取る手っ取り早い方法が、タコ

だった。泉州のＪＡが、水ナスのタコ焼

焼きだからだ。僕の家もそうだった。

きの屋台を出していた。タコの代わりに

子どもが大きくなるに連れ、タコ焼き

泉州名物の水ナスの使うので、水ナスの

はハンバーガーに変わり、タコ焼き器は

タコ焼きという表現はおかしいが、この

やがて、ごみ収集日に家から去ることに

方がわかりやすい。食べてみると、水ナ

なる。僕の家もそうだった。

スがジューシーで良い。

やがて子どもが独立し、家の中での恒

オリーブオイルにニンニクの薄切りを

例行事がなくなり、静けさが家を包み始

入れて熱し、香りをつける。この油をタ

めると、ふと思うのである。
「たまには

コ焼き器にひく。パリパリになったニン

夫婦でタコ焼きでもすれば、にぎやかに

ニクは細かく切って残しておく。小麦粉

なるのではないか」。そこで、２代目が

に卵を入れ、濃いめの和風だしを水の代

必要となる。僕の家もそうだった。

わりに注いで、よくかき混ぜる。具は原

ス ー パ ー で ２ 代 目 を 買 っ た。 何 と

則として水ナスだけだが、残しておいた

９８０円である。さて、２代目のお披露

ニンニクチップを入れても良い。
あとは、

目をする。油ひきがない。スーパーに走

タコ焼きの要領で焼き、しょうゆをかけ

るが、売っていない。しかし、あわてな

て食べる。わが家の２代目タコ焼き器の

い。近くに１００円ショップがある。こ

デビュー戦はこれだった。

て、
最大限の満足を贈りたい」と心強い。
その満足感は、担当者とのコミュニ

ケーションによるところも大きい。社員

は皆明るく、誠実な対応の中に盛り込ま

れる、大阪的なノリの良さが客を和ま

せる。
「話をするのが好きなだけですよ」

と照れ笑いを浮かべる西山さんだが、そ

の親しみやすさが家作りの相談のしやす

さへとつながり、結果として一生ものの

買い物を、素晴らしいものにしているこ

とは間違いない。
豊中市内に多くの物件を持っているこ

とも、北商コーポレーションの強みだ。

「どんな小さなことでも、お気軽に相談
豊中市走井 1 のモデルハウスを案内する西山博幸さ
ん

の法則は、まだ判明していない。
７、８年前に、天神祭を見に行った時

な買い物。互いに納得できるまで話をし

【北商コーポレーション】大阪市淀川区

過ぎない。２代目がいつまで生き残るか

き器は家族の一員と言っていい。子ども

西山博幸さんは「家は一生に１度の大き

（礒野健一）

こには何でもある。やっぱりあった。

あるという。僕は生粋の大阪人ではない

ある。子どもが小さいころには、タコ焼

村沢祐子さんの「ストレスデトックス料理」は kitto で毎月第 3、第 5 金曜午後 5 時半～午後 8 時半（ラストオー
ダー）▽予約や問い合わせは 06 － 6841 － 5120

ブログやツイッターでは時事問題などにも実直な意
見を投稿。
「自分の感覚を伝えたい」

編集長のズボラ料理⑮ 水ナスのタコ焼き

家庭用タコ焼き器には、盛衰の法則が

してください」

送

ラみたいに、オーケストラをバックに歌
至豊中

心のケア『ブリーフワーク』という言葉

を知っていて、弱かった私を救おうとし

6

８３．
７ＭＨｚ ＦＭ千里の声⑦ コータローさん

レスマネジメント手法と栄養学をもとに

食 をテーマに 交 流 の 場 を 作 ろうと、

TEL：06-6346-8255

僕は小麦粉に少しコーンスターチを入れて生地を作る

（梶川伸）

お問合わせ先

く時間は午後８時～９時の間だ。それら

がたくさん集まる場所には、４つの条件

で、遠くからでも気軽に来ることができ
る。
「最初の５分で捕まえられなければ、

豊中市消防本部は７月１３日、豊中市

イラストを入れたものに変える予定とい

出身の漫画家・手塚治虫さんの代表作
「鉄

う。谷口伸夫・豊中市消防長は「アトム

腕アトム」のロゴマークを発表した。

の力も借りて、救命力世界１という環境

その日はあきらめた方がいい。３回行っ

これは豊中市が今年で市制施行７５周

て１回捕まえられればいい方なので、根

年を迎えるにあたり、市が宣言する「救

明るいうちにそれをみつけ、蛍光テープ

気よく挑戦してほしい。あとは、色々と

命力世界１」を広くアピールし推進して

などを貼っておくと、夜に来たときに分

工夫してみること。自転車と同じで、１

いこうと企画したもので、５月に手塚プ

かりやすい。２つ目は水場があること。

度コツをつかむと採りやすくなるよ」と、

ロダクションに制作を依頼。豊中市の消

谷川や池が近くにある場所がポイントと

西さんはアドバイスする。 （礒野健一）

防服を着たアトムが、消防章をバックに

がある。
１つは樹液の出ている木があること。

7

アトムが守る！ 豊中市の消防車・救急車にロゴ

身近な生き物たち② 池田市・五月山
カブトムシやクワガタムシが活発に動

TEL：06-6346-8255

なる。３つ目は、木漏れ日が適度に当た

ガッツポーズをするデザインとなってい

る山の東や南斜面であることが挙げられ

る。

る。４つ目は風が吹きぬける場所。樹木

ロゴマークは豊中市消防本部に所属す

が密生していたり、下草が刈られていな

る消防車や救急車など５０台に貼り付け

かったりすると、カブトムシたちが飛ぶ

られ、１３日から出動を開始している。

のに邪魔になるからだ。いわゆる里山ら

また、豊中市の公用封筒にも使用して周

しい、整備された山が適している。

知をはかるほか、救命講習修了証のデザ
インも、消防服を着たアトムが空を飛ぶ

ＮＰＯ法人クワガタ探検隊代表の西義

を、より強いものにしていきたい」と話
した。

（礒野健一）

アトムとともにガッツポーズをする消防隊員

史さんは、「採る人間側から１つ足せば、

菊水丸さん 石橋まつりで震災復興音頭披露

安全であることも条件」と話す。子ども

だけではもちろん、保護者が同伴しても

「夜に山に入るのは、斜面から滑り落ち

７月３０、３１日に、池田市の石橋駅

風呂を開設するそうなので、合わせて協

たりして危険。また、マムシが出る場所

前公園で石橋まつりが開かれる。メーン

力したい」と話した。３回目の参加とな

もある」ため、街灯などがあり、道も整

は大盆踊り大会で、公園の中央に建てら

る石橋まつりについては「盆踊りがあれ

備された場所を勧める。

れるやぐらを中心に老若男女が幾重にも

ほど情熱的な祭りも少ない。できるだけ

輪を作って踊る。見るだけでなく、参加

長く、たくさん音頭を歌いたい」と抱負

も大歓迎。両日とも午後７時～１０時の

を語った。

池田市緑のセンター（五月丘５）の周

辺は、そうした条件を満たした採集ス

ポットだ。センターには駐車場もあるの

家族で池田市緑のセンターへやって来た岩田直大く
んは、大きなカブトムシを捕まえた

菊水丸さんの登場は午後８時半ごろの

予定で行われる。
３１日は河内音頭家元の河内家菊水丸

北豊島中２年生が職場体験
池田市豊島北１の市立北豊島中学校

岩木君は「働くことの楽しさを知って

災を受け、震災復興の思い

みたい」
、玉川君は「仕事をする充実感

を歌詞にした「北摂池田か

１７６人が７月６～８日、市内の公共施

を味わいたい」
、金子さんは「将来就く

らがんばろう日本音頭」を

設や商店などで職場体験学習をした。

仕事を探すヒントが得られれば」とそれ

作り、石橋まつりで披露す

ぞれ感想を話していた。＝情報提供・池

るという。７月５日に市役

田市

所で行われた会見で菊水丸

生徒たちに将来の進路を考えてもらう

（礒野健一）

かせる。今年は東日本大震

（ 小 山仁志校長、 ５ ５ ３ 人 ） の ２年生

きっかけづくりとして北豊島中学校が

予定。

さんも登場し、やぐらから河内音頭を響

（進藤郁美）

１０年前から実施している。今年は市役

さんは、
「何かしら被災地

所のほか消防署、体育館、図書館、幼稚

への助けができればと考え

園、保育所、飲食店など６５カ所で職場

た。８月１１日に宮城県気

体験した。

仙沼市で開かれる盆踊りに

市広報広聴課には岩木優吾君、玉川翔

も参加を考えている。池田

君、金子明穂さんが着任。新聞の切り抜

市も気仙沼に移動式循環型

昨年の石橋まつり・大盆踊り大会の様子

きやスクラップ作業に続き、取材のため

豊中まつり 松田陽子さん「力いっぱい歌う」

緑のセンター ( 五月丘５) や五月山動物

園（綾羽２）を訪れた。働いている同級

生や担当職員にインタビューし、写真撮

影するなど取材を体験した。

インタビューや写真撮影など市広報公聴課の仕事を
体験する 3 人

猪名川ジャズ アゼリアジャズスクール生も出演

豊中の夏を熱く彩る「豊中まつり」が、

を対象とした簡単な実験ショーやワーク

れる。今年は「つなげ『元気』のバトン

ショップを開く予定だ。自由研究のヒン

を！！」をテーマに、阪神大震災を経験

トになることがあるかも？ （礒野健一）

した豊中市民が、東日本大震災の被災者

夕暮れの猪名川を舞台にした野外ジャ

切音楽活動をしていなかった。退職を機

に何ができるかを考え、募金活動や、被

ズコンサート「ジャズピクニック in 猪

に第２の人生の楽しみとしてジャズを考

災地の名産品販売などを繰り広げる。

名川」が、８月１３日に池田市の猪名川

え、４年前から通い始めた。ジャズピク

会場内の I Love Toyonaka ゾーンのス

運動公園で行われる。出演は足立衛＆

ニックにも既に出演し、「たくさんのお

テージには、今年も豊中にゆかりのある

アゼリアジャズオーケストラらプロの

客さんの前でできるのが魅力。終わった

アーチストが多数出演する。そのうちの

ミュージシャンのほか、池田市民文化会

後、プロの人たちとお酒を飲んで話をす

１人、豊中市出身のシンガーソングライ

館の関西ジャズ・スクール・アゼリア教

るのも楽しい」と笑った。

ター・松田陽子さんに話を聞いた。

室の生徒のユニットもステージに立つ。
サックスの入澤剛さんは初出演。本

に「マチゴト・ラボ」を出展し、子ども

８月６、７日に豊島公園を会場に開催さ

ジャズピクニックは午後５時開演。８

「豊中への愛着はメチャクチャ強いで

面にチケットプレゼント。 （礒野健一）

す。出身地を聞かれても、胸を張って
『大

場ニューヨークの演奏を聴

阪の豊中です』って言いますよ。子ども

いてあこがれを持ち、１年

のころは緑地公園で、男の子に混じって

半ほど前にスクールに入っ

遊んでました」
。豊中まつりには去年が

た。妻の直子さんもボーカ

初参加だった。「あんなにたくさんのお

ルとして、同じ舞台に立つ。

客さんが来ていることに驚きましたね。
今年も力いっぱい歌って盛り上げていき

「簡単なフレーズでも、先

ます！」

生の演奏を聴くと『なるほ

マチゴトも I Love Toyonaka ゾーン

ど』と感じる。本番では思

松田陽子さんのステージは 7 日午後 8 時から

い切って、楽しくやりたい」

と抱負を語った。

豊中・池田の

ドラムの藤井政善さんは

学生時代に３年やった後、

就職してからの３５年は一

最新情報は
池田市民文化会館で練習をする入澤剛さん（左）

facebook ページ でも提供中

facebookのサイトで「マチゴト」と検索して、マチゴト豊中・池田版のページで「いいね！」をクリック。

2011. 7.21 vol.26

お問合わせ先

TEL：06-6346-8255
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逸翁美術館「銘のある茶道具」展の招待券

7～8月の催し物ピックアップ

池田市栄本町の逸翁美術館で夏季展
「銘のある茶道具」が開かれている。

7 / 2 6（火）

第12回「ラ・ソーラ」小学生写生大会（～28日まで）／大阪空港ターミナルビル展望デッキ「ラ・ソーラ」
8 時半～ 15 時。飛行機や空港で働く人たちを描く。応募者全員に参加賞あり。対象は小学生（保護
者同伴）
。正午までに北ターミナル 4 階「ネクストページ」で受け付け。大阪国際空港総合案内所
06-6856-6781。

江戸初期の茶人、藤村庸軒作の茶杓
（ちゃしゃく）で、「阪急」に通じるとこ
ろから小林逸翁が好んで使った「半弓」

－４－５

毎日新聞ローカル（７月２１

日号）までお送り下さい。７月３０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。
【おわび】２５号の催し物ピックアップ

など、ユニークな銘を持つ茶道具が７６

で出展作品として紹介した茶杓「泪」、

2 8（木）

作品並んでいる。

志野茶碗「卯花墻」は、本展では出展さ

14 時～ 16 時。金香百合さんがひきこもり、不登校などに悩む親や関係者を対象に「子ども・若者の
問題を解決するための一歩～家庭訪問という支援～」と題して講演。参加無料。予約が必要。地域
就労センター（くらしかん内）06-6858-6861。

活の中で、自分が愛用するコーヒーカッ

子ども・若者の「問題」をひとりで悩まないための公開セミナーと個別説明会／豊中市・青年の家いぶき

学芸主任の中川憲一さんは「普段の生

れていません。

（礒野健一）

プや食器、グラスなどに、
『どんな銘を付けようか』

3 0（土）

地域コミュニティ推進フォーラム／池田市民文化会館コンベンションルーム

と考えるのも楽しいもの」

13 時半～ 16 時。
「池田市地域分権の推進に関する条例」施行から４年を迎え、倉田薫・池田市長が
講演を行うほか、同じく地域分権を進める名古屋市から２人を迎えて講演をする。要事前申し込み。
参加費無料。定員 200 人。池田青年会議所 http://www.ikeda-jc.com/02/post_150.html

と話した。
マ チ ゴ ト は、 こ の 展 覧
会の招待券を抽選で１０

8 / 4（木）

組２０人にプレゼントしま

ガーデニング園芸教室／池田市・緑のセンター
13 時半～ 15 時半。米田一郎さんに暑さを癒す水栽培の観葉植物を学ぶ。2000 円。緑のセンター
072-752-7082。

す。はがきに、
「逸翁美術
館夏季展」と明記し、郵便
番号、住所、氏名、年齢、

5（金）

介護の仕事 合同面接会／豊中・ホテルアイボリー

電話番号、職業と本紙の感

茜の間

13 時 45 分～受け付け開始。14 時～企業説明会。14 時半～合同面接会、および就職相談コーナー。
対象は失業中の求職者。豊中市内の介護事業所で働きながら、ホームヘルパー 2 級資格を取得できる。
問い合わせは、無料職業紹介所・豊中 06-6858-6862。

想を記入の上、〒５３０－
８２５１大阪市北区梅田３

6（土）

ジャズピクニックin 猪名川招待券

職場体験＆セミナー／豊中市立労働会館・第2会議室
13 時半～ 15 時半。就労に課題を抱える若者（おおむね 15 ～ 39 歳）の就労支援セミナー（8 月 20
日から開催）
のオリエンテーション。参加無料。予約が必要。若者仕事準備室 dandan（7 月 21 日より）
06-6842-7129。
第3回不登校と発達を考える勉強会／豊中市立中央公民館・講座室
15 時～ 17 時 15 分（受付開始 14 時 45 分）
。済生会中津病院小児科医の大和謙二先生による講演
会。質疑応答もある。要申し込み、先着 30 名。参加費 1000 円。不登校と発達を考える会「虹」
pureblue@tcct.zaq.ne.jp

1 0（水）

8 月 14 日まで開催。午前 10 時～午後 5 時（入館は午後 4 時半）毎週
月曜休館。一般 1000 円、大学生・高校生 600 円、中学生以下無料

８月１３日に池田市の猪名川運動公園
で、野外ジャズコンサート「ジャズピ

カル（７月２１日号）までお送り下さい。
７月３０日消印まで有効。

クニック in 猪名川」が行われる（７面
に関連記事）。開演１７時。一般前売り
３０００円、当日３５００円。ペア券前
売り５０００円、当日６０００円。

第99回月なみ九雀の日／豊中市立伝統芸能館

マチゴトは、この招待券を５組１０人

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、桂三歩が出演。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。

にプレゼントします。はがきに「ジャズ
ピクニック」と明記し、郵便番号、住所、

1 8（木）

氏名、年齢、電話番号、職業と、本紙の

大阪音楽大学「夏休み手作り楽器」／豊中市名神口1-4-1、大阪音楽大学音楽博物館
楽器作りの名人、藤田隆館長と一緒に楽器づくりに挑戦しませんか？ 10 時～ 12 時は「ウグイス笛」
を、13 時～ 15 時はアフリカの楽器「カリンバ」を製作。定員各 10 名（小・中学生対象、先着順）。
参加費 1 人 1000 円。大阪音楽大学音楽博物館展示室に集合。ファクスまたはハガキに①氏名②住所
③電話番号④学年⑤希望コースと受講者数を記入のうえ申し込みを。HP でも受付可。ファクス 066865-1221 ▽〒 561-0841 豊中市名神口 1-4-1 大阪音楽大学音楽博物館

2 1（日）

TIFA国際子どもキャンプ2011（～23日まで）／豊中市立青少年自然の家

わっぱる（能勢町宿野）

小学 4 年生～中学 3 年生を対象とした 2 泊 3 日のキャンプ。世界のいろいろな言語や歌、ダンス、遊び、
スポーツなどを楽しむ。昨年はペルー、ベトナム、中国、マレーシア、ドイツ、アフガニスタンな
どのさまざまな国の人と楽しんだ。いろいろな国について学んで、世界中の人と仲良くなるきっか
けをつくる。参加費 8000 円。定員 80 名（先着順）
。申し込みはファクス、またはメールで。問い
合わせは、国際交流の会とよなか（TIFA）。電話・ファクス 06-6840-1014、メール tifa99@nifty.
ne.jp
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。

感想を記入の上、〒５３０－８２５１大
阪市北区梅田３―４―５

現場から～】

「人権相談」は、他の専門的な相談機関

問い合わせは、いけだ市民文化振興財団 072-7618811。発表は発送をもって代えさせていただきます

ふたつの言葉
今にも泣きそうな曇空の下、Ｓ小学校

と、笑顔で答えてくれた。私は目頭が熱

の前を通りかかった時、勢いよく門から

くなり、「大きくなっても、ごめんなさ

出て来た１年生と軽くぶつかった。走り

いと、ありがとうがきちんと言える人に

去った男の子は、しばらく立ち止まって

なってね」と言って別れた。素直な反省

私を待ち、
「おばちゃん、さっきはごめ

と、ありがとうの言葉はこんなにも心が

んなさい」と謝ってくれた。思わず「ぼ

潤うものかと気付かされた梅雨の日の出

くえらいねぇ」と褒めると、
「ありがとう」

会いだった。

機関誌から⑦とよなか ひと・まち・であい

【第３８号（通巻５７号） ～人権相談の

毎日新聞ロー

（池田市、Ｒ．Ｍさん）

じゅんかんきセンターの先生へ
にゅういんしていたときは、やさしくし

に、
体をだいじにしていこうと思います。

とは違い、
様々な課題に対応しています。

てくれて、ありがとうございました。

いつもはずかしくて、大きな声でいえな

この１年も、部落問題に関わる結婚問

こうした窓口がいくつもあることが、相

元気な体にしてくれて、ありがとうござ

いけど、ありがとうございます。

題や、高齢者を狙った手口を変えた訪問

談者のＳＯＳがどこかで受けとめられる

います。

ことにつながるのだと思います。

まだ、にゅういんしているお友だちを、

販売、公衆浴場での入浴拒否、近隣者と

のトラブルや精神的な課題を抱えている

と思われる方からの相談がありました。

（豊中市立豊中人権まちづくりセンター
が発行する、
人権文化まちづくり情報誌）

の折込広告

１部２.５円〜

※B５サイズの場合

１０００部から対応できます。
まずはご相談ください。

（株）毎日新聞ローカル
☎06-6346-8255( 担当 : 岡田）

三好陽菜より
＝野畑小学校２年（２０１０年度）

わたしみたいに、元気にして下さい。

三好陽菜さん（豊中「伝えよう！いのち

わたしも、もっともっと元気になるよう

のつながり」第２回作品から）

