
Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

読者とつくる地域密着新聞

● http://machigoto.jp   m_toyonakaikeda

Staff〒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）

vol.

編集長 ：梶川伸
編集記者 ：礒野健一、進藤郁美、早川方子
プランニング ：岡田真介、緑川岳志、宮武裕右
アートディレクション：黒須信宏（CrossDesign）

27
2011/ 8/11

子どもを見守る夏の妖精　
五月山に９人、巻き髪豊か

たが、今年は、子どもに「森の妖精よ」

と教える母親がいた。「こんなところ

にもいる！」と声を上げる子どもの反

応を見た時は「やったー」と跳び上が

りたくなるほどだったと吉田さんと上

川さん。

　「これまで思いつきで試したことは、

しょうもないと言われることが多い２

人だったが、来年は妖精の数をもっと

増やしたい」と話している。

　妖精は８月末までセンターで遊ぶ子

どもたちを見守る。　　　（進藤郁美）

２０１０年は３人、２０１１年は９人

の妖精が現れた。

　今年は「髪の巻き具合が特にゴー

ジャス」と吉田さん。目と口を画用紙

で作り、カイヅカイブキやサツキに取

り付けた。斜面に埋まっている木は難

産で、脚立を使い、滑り落ちないよう

汗だくの作業だった。両腕は擦りキズ

や切りキズだらけになった。笑った顔

やおどけた顔など表情豊かな“我が子”

に、２人は「想像以上に可愛い」と満

面の笑みで誕生を喜んだ。

　昨年は気付いてくれる人が少なかっ

池
田市の五月山のふもとにある市

立五月山児童文化センター（綾

羽２）には、夏の間だけ森の妖精がやっ

てくる。妖精は子どもが大好きだ。きっ

と、センター職員の吉田友香里さんと

上川直美さんの、「子ども大好き」の

心から生まれたからだろう。

　６月ごろ、センターの木々に新しい

葉や枝が伸び、クズなどのマメ科や

イモ科のツルが髪の毛のように巻き

付き始める。巻き髪のように伸びて

いく様子を見た吉田さんと上川さん

が、顔を付けたら可愛いと思い立った。

妖精に見守られ、
シャボン玉をして
遊ぶ子どもたち＝
2011年 7月 28日
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身近な生き物たち③　豊中市・服部緑地公園

温暖化で生息域の北限が上がり、10年ほど前から
見られるようになったタイワンウチワヤンマ

ファミリー自然教室の観察会「セミについて調べよう」で抜け殻を見つ
けた子ども

　服部緑地公園は、さまざまな昆虫たち

の楽園だ。夏に観察できる昆虫には、ど

んなものがいるのだろう。

　まずは、大きな声で暑い夏を盛り上げ

るセミだ。公園のほぼ全域で、アブラゼ

ミ、クマゼミ、ニイニイゼミを見ること

ができる。服部緑地でシニア自然大学が

主催するファミリー自然教室は、７月

３０日に「セミについて調べよう」とい

う自然観察会を開き、抜け殻を探したり、

木の枝や実を使って昆虫のペンダントを

作ったりした。

　緑地公園管理事務所の秋定隆一さん

は、公園の昆虫博士でもある。「日本庭

園や菰（こも）ケ池はトン

ボやチョウのスポット」と

いう。一緒に行くと、オオ

ヤマトンボ、タイワンウチ

ワヤンマ、モノサシイトト

ンボ、チョウトンボなどが

観察できた。チョウもアゲ

ハ、ホシミスジ、コムラサ

キなどが舞っていた。ただ

秋定さんは「活発に飛び回

るのは午後の暑い時間。虫

取りに夢中になって水に落

ちたり、脱水症状にならな

いよう十分気をつけて」と話す。

　草地ではバッタやコオロギが多く見ら

れるが、大きくなるのはもう少し涼しく

なってからという。　　　　（礒野健一）

地域コミュ推進フォーラム　市民の意識改革必要
　池田市民文化会館（天神１）で７月

３０日、地域コミュニティ推進フォーラ

ムが開かれ、地域分権について倉田薫・

池田市長らが講演を行った。

　池田市は２００７年に「池田市地域分

権の推進に関する条例」を市議会で可

決、制定し、１１の小学校区ごとに設置

した地域コミュニティ推進協議会が、約

９００万円を上限に予算提案権を付与す

る地域分権制度を実施して

いる。講演の中で倉田市長

は制度について「地域分権

は職員の意識改革、市会議

員の意識改革に続き、市民

の意識改革が必要。おまか

せ民主主義からの脱却が大

切」と話した。

　また、河村たかし市長の

もと、地域分権を進める名

古屋市から、総務局地域委

員会制度準備担当部の澤博

さんと、実験的に地域分権
右から名古屋市総務局の澤博さん、名古屋市名東区貴船学区の鬼頭和明
さん、倉田薫・池田市長

制度を行っている名古屋市名東区貴船学

区の鬼頭和明さんも講演し、池田市との

比較や、取り組みの難しさを語った。

　講演の後に行われた質疑応答で倉田市

長は、「例えばコミュニティ推進協議会

の会長を選挙で選ぶという考えもあって

いいと思う。また、将来的には予算を

１億円くらいにしたいが、まだまだハー

ドルは多い」と話した。　（礒野健一）

桜通りにある大井秀規さんの「Gravitation（引力）」
（1997年）

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜３＞大井秀規さん
　池田市綾羽２の五月山体育館と池田駅

前を結ぶ桜通り（府道箕面池田線）は、

１６の石の彫刻が並び、「彫刻通り」と

も言われている。

　大井秀規さんが１９９７年に作った

「Ｇｒａｖｉｔａｔｉｏｎ」はその桜通

りにある。大きさの違う２つの石が並び、

それぞれ上下に２つに切り離し、１０セ

ンチほどの隙間を作った。隙間に３カ所

の支点が見え、わずかな接点が上の石を

乗せている。石の大きさに比べ、接点の

少なさに驚く。大井さんは「石が持つ重

さを一瞬感じさせないことを狙った作品

です」とコメントしている。（進藤郁美）

豊中の堀田さん　種から育てる子ども料理教室

子どもたちに「食べ物がスーパーではなく、土から
出来ることを知ってほしい」と話す堀田裕介さん

料理教室プレパーティーで、畑に見立てたサンドイッチを作る子どもた
ち

　豊中市在住の料理研究家、堀田裕介さ

んが小学生、中学生を対象にした「種か

ら育てる子ども料理教室」を、９月１６

日から豊中市立生活情報センターくらし

かん（北桜塚２）で始める。

　堀田さんは食の原点を知りたいと、生

産者を訪ね歩くようになったという。そ

こで出会った農家の人たちの思いや、丹

精込めた農作物のおいしさを伝えるの

が、自分のすべきことだと思った。「暮

らしの根本は食。ちょっと手を伸ばせば、

こんなにおいしいものがある」と、食の

提案を始めた。分かりやすく伝える方法

として料理教室を開いたり、「ｆｏｏｄ

ｓｃａｐｅ」という芸術作

品の様な盛り付け方を生み

出したりと、食の世界に新

しい風を起こしている。

　料理教室は「子どもたち

に畑から食卓まで、命がつ

ながっていることを学んで

ほしい」との思いから企画

した。種まき、観察、収穫、

料理、後片付けまで、子ど

もたちが協力することの楽

しさを見つける３カ月プロ

グラム。９月１６、３０、

１０月１４、２８、１１月１１、２５日

の全６回。金曜日午後４時～６時。各回

５００円。「にゃんと！オフィス」０６

－６８４３－０９９９。　　（進藤郁美）

西田治子さん提供

サークル会員募集⑥　曽根舞踊会
　踊りをしてみたい人たちが公民館活動

のサークル活動「曽根舞踊会」を作り、

約２０年になる。現在の会員は約１０人。

毎月第１、第２、第４月曜日の午後１時

から３時まで、豊中市中央公民館などで

練習をしている。

　講師に花柳鶴十実香さんを迎え、日本

舞踊、新舞踊、民謡と幅広く練習を積む。

習うのは年に４曲程度。毎年、公民館ま

つりに出演するほか、「十実香会」とし

ても年に１回、発表会を開いている。

　当初からの会員、西田治子さんは「初

心者として始めた会員がほとんど。自分

たちのできる範囲で努力しているが、衣

装をつけて、化粧をして舞台に立てるこ

とが励みにもなっている」と語る。

　曽根舞踊会は会員を募集している。入

会金１０００円、月会費２５００円。

連絡は西田さん（０６－６８６２－

４２８８）。（梶川伸）＝ウェブ・トップ

ページ（http://machigoto.jp）の「豊中・

池田データボックス」の中に、サークル

会員募集の一覧表

中豊島小に宮城県知事からのメッセージ
　豊中市立中豊島小学校の児童が東日本

大震災の被災者を励まそうとピカソの大

作「ゲルニカ」と同サイズ（縦３．５メー

トル、横７．８メートル）の絵を描いて

いることを知った村井嘉浩・宮城県知事

から、中豊島小学校児童へあてた手紙が

「マチゴト　豊中・池田」の編集部に届

いた。

　村井知事は中豊島小学校の卒業生。ゲ

ルニカは、８月２０日に宮城県石巻市で

開かれる「教育夏まつり」で披露される。

以下は知事の手紙。　　　　（早川方子）

　　　　　＊　　　　　　＊

中豊島小学校児童の皆さんへ

宮城県知事の村井です。

知事は、小学校１年生から６年生まで

ずっと中豊島小学校で過ごしました。

小学校時代に飼育委員会で動物の世話を

したことや、夏休みに学校のプールで泳

いだことを今でもよく覚えています。

３月１１日におこった地震と津波で、宮

城県ではたくさんの大切な命が失われま

した。

今、多くの皆さんの力をかりながら元の

生活をめざして一生懸命にがんばってい

ます。

知事の後輩の皆さん５５９名が「震災ゲ

ルニカ」を制作してくださっていること

をお聞きしました。

本当にうれしいです。

作品を見られる日を心より楽しみにして

います。

これからも中豊島小学校児童としてのび

のびと育って下さい。

応援しています！

　　　　　　　宮城県知事　　村井嘉浩

メッセージを送った村井知事
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　男の子と女

の子の双子、

まさうみ君

（右）と、に

いなちゃんで

す。２人とも

くりくりした

目がかわいいですね。

　お母さんいはく「いつもケンカばかり」

という２人ですが、お腹の中から一緒に

いるせいか、何をするにも息ぴったりで

す。ケンカしながら元気に育ってね。

わが家の宝もの
　元気で活発な女

の子、七月（なつ

き）ちゃんが何よ

り心を奪われてし

まうのは携帯電話

です。どんなに夢

中で遊んでいて

も、お母さんが携

帯電話を取り出す

とすべてを中断して、すぐに駆け寄りま

す。七月ちゃん、携帯電話のなにがそん

なに魅力的なのか、いつか教えてね。

わが家の宝もの

豊中市役所第２庁舎でゴーヤーの配布が始まる
　豊中市役所の議会棟南側に設置してい

る「緑のカーテン」でゴーヤー（苦ウリ）

の収穫が始まり、８月８日から豊中市役

所第２庁舎の受付で、収穫したゴーヤー

を無料で配布している。緑のカーテンは

２００８年から始められ、今年は２００

～３００個の収穫が見込まれている。配

布は市役所開庁時間の平日午前９時～午

後５時１５分で、なくなり次第終了。収

穫は３日～１週間おきに行われる。

　初日の８日には２１本が収穫され、午

後３時にはすべてなくなった。問い合わ

せは豊中市環境政策室０６－６８５８－

２１２７まで。　　　　　　（早川方子）

豊中市立第十三中の生徒たちが平和劇を上演
　豊中市立第十三中学校で８月５日、平

和登校が行われ、豊中空襲をテーマにし

たオリジナルの平和劇「ほむら野の少女

たち」が上演された。劇は豊中高等女学

校（現在の大阪府立桜塚高校）の卒業生

がつづった「ほむら野に立つ」（１９７５

年初版）をもとにしたもので、生徒たち

は米軍の爆撃により炎に包まれた麦畑

「ほむら野」を逃げ惑う女学生などを演

じた。

　第十三中学校では毎年、

広島に原子爆弾が投下され

た８月６日前後を「平和

を考える登校の日」として

いる。２００５年からは生

徒会が中心となって平和劇

に取り組んでおり、今年は

豊中空襲時に豊中高等女学

校の生徒で「ほむら野に立

つ」の出版の中心的な役割

を果たした広実輝子さん

（８２）に当時の様子を取
劇の舞台は 1945 年 6月 7日の豊中。迫真の演技に観客は息を殺して
聞き入っていた

材したり、豊中空襲の資料を調べたりし

たりしながら、５月ごろから脚本の制作

やリハーサルを重ねるなど準備を進めて

きた。

　劇に出演した辻真之介君（中２）は「豊

中の空襲でも多くの人が犠牲になった。

一人ひとりが戦争のことを知り、伝えて

いかなければいけない」と話していた。

　　　　＝情報提供・豊中市（早川方子）

「うさこちゃんとどうぶつえん」文・絵：ディック・
ブルーナ　訳：いしいももこ （福音館書店）

子どもと楽しみたい絵本　よちよち編⑧
【うさこちゃんとどうぶつえん】

　お父さんとうさこちゃんは動物園に出

かけます。電車に１時間も乗りました。

ここまでは我が家と同じ。帰りの電車の

中で、うさこちゃんは疲れて、楽しい夢

でも見ているのか眠ってしまいます。く

たくたに疲れたのはうさこちゃんと同じ

ですが、少し違うのは、我が家の娘は歩

きながら眠ってしまう特技の持ち主だっ

てこと！我が家では動物園に行けば必

ず、シマウマを見に行きました。子ども

たちの「たくさんの黒と白のベルトをし

た馬がいる！」が聞きたくて…。（絵本

を楽しむ会・Ｍ）

すいとん汁には学校菜園のダイコンやナスなど数種
類の野菜が入れられた

蛍池小で、戦時中の味のすいとん
　豊中市立蛍池小学校で８月５日、「平

和登校」が行われ、地域の高齢者が作っ

たすいとんを食べ、戦時中の話を聞くな

どして、平和の大切さを学んだ。

　蛍池小学校では毎年、６年生が広島へ

修学旅行に行く。この日は朝の全校集会

で、６年生が原爆資料館などへ訪れたこ

とを報告し、全児童が耳を傾けた。その

後、地元の老人クラブ「延寿会」が戦時

中の食べ物、すいとんの汁

をふるまった。

　４年生の辻直也君と西

上魁人君は、すいとんを

おいしそうにほおばりなが

らも、「今の時代がいい」

「食べ物がないのは嫌や」。

延寿会の山本タツ子さん

（８７）は、「戦時中はダシ

もなく、こんな贅沢なすい

とんはなかったけどね」と、

平和を喜び、ほほ笑んだ。

　　　　　　　（早川方子）
おいしそうな香りが部屋中に広がったところで「いただきます！」　戦隊ものごっこの中で……

　ゆめ「えーっ　ゆうじ　ピンクすん

の？　なんでピンクなん？　ピンクは女

やのに～」

　ゆうじ「………」

　ひろき「ゆうじは　なにがしたいん

や？　ピンクしたいんやったらしたらえ

えねん。ゆうじがしたいこと　きめてい

いねん！」

　ゆうじ「うん！」

（豊中市・子どものつぶやき展より）

じぶんできめる（５歳）
　秋津（あきつ）

君はサッカーが大

好き。家には日

本代表の青いユニ

フォームが２着

あって、秋津君は

毎日、そのどちら

かを着ています。

代表のユニフォー

ムは秋津君のユニフォーム。未来のサム

ライブルーですね。お母さん、お洗濯が

んばってください。

わが家の宝もの

子育てサークル⑬　大きくなあれ
　「大きくなあれ」は、２０１１年１０

月で創設１７年になる老舗の子育てサー

クル。お母さんと子どもたちが週に１

度、豊中市立野畑図書館や近隣の公園に

集まって体操をしたり、絵を描いたりし

て互いに交流を図っている。

　代表の村上道子さんはすでに育児を終

えているが、「育児中に別の子育てサー

クルでお世話になった」という経験か

ら、このサークルの運営に協力するよう

になった。

　少子化の影響で子どもと社会の距離が

広がっていることを心配する村上さん

は、「ここでは遊んでもいいし、おしゃ

べりしてもいいし、何もしなくてもいい。

気負わずに遊びに来て」とサークルへの

参加を呼びかけている。　　（早川方子）
毎週木曜日、10時～11時45分。8月の活動は休み。
問い合わせは電話080－ 6115－ 6623（村上さん）
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一時の涼を　池田市が打ち水大作戦
　猛暑が続く８月４日昼すぎから、池田

市役所正面玄関前で「池田打ち水大作戦」

が行われた。市民や府市職員ら約２５０

人が下水処理場の高度処理水を、ひしゃ

くやじょうろでまいた。

　打ち水前に３６．４度だった気温は

３３度まで下がり、効果を実証した。家

族で初めて参加した小学５年の黒木栄作

君は「水をまくタイミングが難しかった

が、思っていたよりも涼しくなりました。

家でもやってみたいと思う」と感想を話

していた。

　　　＝情報提供・池田市（進藤郁美）

展示されている明治座の資料

池田市立歴史民俗資料館が「映画館明治座物語」
　池田市五月丘１の市立歴史民俗資料館

（田中晋作館長）で、映画館「明治座」

を紹介する企画展「映画館明治座物語」

が開かれている。企画展は１０月９日ま

で。

　明治時代以降、池田市には芝居小屋「呉

服座」や映画館が次々と生まれ、早くか

ら大衆娯楽が定着していた。今回の企

画展では、現在の池田市綾羽２にあった

明治座にまつわる資料や当時の映画の写

真、ポスターなど８３点を展示している。

　田中館長は「池田は昔から多くの人々

が集まり、経済、文化の中心でしたが、

同時にアミューズメントが早くから根付

いた町でした。このような池田が持つも

う１つの顔を実感していただければうれ

しい」と話している。

　入館は無料。開館時間は午前１０時～

午後６時。休館日は毎週月・火曜日、祝日。

池田市立歴史民俗資料館０７２－７５１

－３０１９。

　　　＝情報提供・池田市（進藤郁美）

池田市職員が岩手で真夏のサンタに
　東日本大震災で被災した子どもたち

に、笑顔と元気を取り戻してもらおうと、

池田市職員１８人が岩手県大槌町と陸前

高田市で「キッズパーティー　イン　岩

手～真夏のサンタクロースがやってくる

～」を開催した。

　大槌町ふれあい運動公園では８月５日

に、陸前高田市立高田小学校校庭では６

日に、サンタクロースに扮した職員が

子どもたちにプレゼントを渡したほか、

ゲーム大会や模擬店を開いた。また、大

槌町と陸前高田市にそれぞれ３００万円

を寄付した。寄付金は津波で流された

マットや跳び箱などの体育用具の購入費

に充ててもらう予定。

　訪問メンバーの広報広聴課主査、橋川

裕樹さんは、「訪問の企画段階からたく

さんの方に協力いただき、本当に感謝し

ています。被災地に皆さんの思いをきっ

ちりとお伝えしてきました。協力いただ

いた皆さんへのお土産は、被災地の子ど

もたちの“笑顔”の写真です」と話して

いた。

　　　＝情報提供・池田市（進藤郁美）

８３．７ＭＨｚ　ＦＭ千里の声⑧　名村花蓮さん
◆「青ちゃんのサタデーパーク」（土曜

日１０時～１３時）担当

　現場リポーター「キッズのこりん隊」

として、さまざまな場所に飛び出してい

く。「事前に資料をよく読んで、取材相

手としっかり打ち合わせをすること」を

モットーとするリポートは、小学６年生

ながらプロ顔負けの内容だ。パーソナ

リティーの青木和雄さんが、打ち合わせ

と違う段取りで聞いてきて

も、それが自分でも思って

もみない言葉を引き出すこ

とにつながるため、「あり

がたい」と感謝する。

　サッカーのガンバ大阪の

大ファンで、伊藤博幹選手

（現レノファ山口）、安田理

大選手（現オランダ・フィ

テッセ）にあこがれる。ス

タジアムでは熱狂的なファ

ンに混じって、真剣に応援

をする。
学校では料理クラブに所属。得意料理はカレーで「玉ネギをよく炒めて、
コーヒーを入れてコクを出すのがポイント」

　「情報を発信しているとだけ思ってい

たけど、本当は色々なことを受信してい

たことに気付いた」とリポーターの魅力

を話す。今回初めてインタビューされる

側になり「その気持ちがわかった」とは

にかんだ。（礒野健一）＝コミュニティ

ＦＭ千里木曜日午前１１時から、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

伝統と心意気のたいまつ作り　がんがら火祭り

作業所で大たいまつ作りに励む保存会のメンバー。力、技、経験、そしてチームワークがあって初めて大たい
まつは完成する

　池田の夏の夜空を焦がす勇壮な「がん

がら火祭り」が、今年も８月２４日に行

われる。

　その見どころは、五月山に浮かび上が

る「大文字」と「大一文字」の送り火と、

火の粉を舞い散らせながら市内を練り歩

く、高さ３．８メートル、重さ１００キ

ロを超える大きなたいまつだ。その大た

いまつは池田五月山大一文字がんがら火

保存会のメンバーが７月上旬から手作り

していく。

　７月下旬、栄本町にある作業所を訪れ

ると、たいまつ作りは大詰めの「縄の本

ぐくり」の作業に入っていた。仮結びし

ていた縄を外し、ワイヤーで締め付けな

がらきれいに結んでいく作業だ。「力任

せにやると、芯になっている竹が割れて

１からやり直しになる。片方に力がいけ

ば、たいまつが曲がる。絶妙な加減は経

験を重ねないと難しい」と、保存会広報

部長の柏床宣宏さんは話す。緩い部分に

は割り木を槌（つち）で打ち込み修正す

るが、それも勘が頼りだ。５０年の経験

を持つ中村茂さんは「音が聞こえたら気

になってね」と、今年も作業所に立ち寄っ

ては、その技を後輩に伝えている。若手

の本上一真さんは「今は邪魔にならない

ようにするのが精一杯。先輩たちを見て

技術を覚え、いつか自分でたいまつを作

りたい」と話す。

　たいまつの材料を集めるのも、今は簡

単ではない。先端部分に使われる肥松（こ

えまつ）は、樹齢４０～８０年の松を伐

採した後に残った切り株を使う。切り株

は１０年ほどおき、松ヤニが多く含まれ

た素材となって、風雨でも火が消えるこ

とがない。今は全国的に松の数も減り、

調達が非常に困難になっているという。

　保存会会長の谷澤貞義さんは「歴史の

ある祭りに関われることを誇りに思う。

色んな人たちと出会い、協力していった

中で、大きな達成感を得られるところが

魅力」と話す。大たいまつは８月上旬に

完成したが、その後もがんがらの語源と

なった鉦（かね）、道に飾る提灯の製作と、

作業は続く。

　大たいまつは２０００年以降３基だっ

たが、今年は元の２基に戻る。午後７時

１５分ごろ綾羽を出発して池田駅方面へ

向かい、８時半ごろ市役所前に集結。五

月山の送り火は午後７時半ごろに点灯す

る。　　　　　　　　　　　（礒野健一）

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

女性 の た め の マ ネ ー セ ミ ナ ー 初 級
編 ☆ 楽 し く 学 ん で マ ネ ー 美 人！
8/21( 日 )10:00 ～ 11:30、豊中市立ル
シオーレホール。お申し込みは☎ 06-
4709-5040( 平日 9:00-17:00)、メール
Mayumi.Z.Koshiba.s@edison-life.jp( ①
氏名②連絡先 記載要 ) ＡＩＧエジソン
生命古芝まで ( いただいた情報は、本セ
ミナーのご案内にのみ利用いたします )。

お菓子付き♪無料マネーセミナー

女性 2名 1組でお掃除します。2時間 1
万 4千円～。交通費、保険料、諸経費込。
ハウスクリニック☎ 06-6863-1208

創業20年　プロによる定期清掃

今回のオススメ目玉はワゴン T シャツ
デパート商品の T シャツ　500 円
UV カットスカーフ　1000 円
UV カットジャケット 1000 ～ 2000 円
足首ゆったりソックス　100 円
こだわり日本製 T シャツ　2000 円
デパート商品　専門店
豊中市本町 3-13-8　サンディ前
ファッション ROCO ☎ 06-6858-2335

夏まっさかり　バーゲンセール

8月 25-27 日 10-12 時 豊中すてっぷ
4-7 歳の親子、3 回 5 千円（1 回 2 千円）
問合せ・申込み : 080-6104-2860 スー

外国人講師と親子で英会話

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
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車いすの木島さん　オリエンテーリング世界大会に
　豊中市の木島英登さんが８月１５日か

らフランスで開催される車いすスポーツ

「トレイル・オリエンテーリング」の世

界大会に出場する。木島さんの出場は８

年連続。

　この競技は、地図を見ながら車いすで

森の中の要所を周り、何本かの旗の中か

ら正しい旗を選んだ得点数で順位が決ま

る。木島さんは１９９０年、府立池田高

校のラグビー部で練習中、脊髄（せきず

い）を損傷したのをきっかけに車いす生

活を始めた。木島さんは「３人の合計点

で競う団体戦でメダルを狙いたい」と話

している。＝情報提供・豊中市（早川方子）

競技中の木島さん
＝写真中央

災害時のライフライン⑥　大阪ガスの対応（上）

豊中・池田エリアに供給するガスを貯蔵する千里供
給所（吹田市山田北）の球形ホルダー

導管事故などがあった場合に出動し、全体の指揮を執る指令車内の様子。詳細な地図を広げ、無線で指示を出
す

　地震が起きた時に、まずしなければな

らないこととして思い浮かぶのは、ガス

の元栓を閉めることだろう。しかし、「ま

ずは自分の身の安全確保をして下さい」

と、大阪ガス導管事業部の米原理さんは

話す。現在、ほぼ１００％の普及率となっ

たマイコンメーター（ガス使用量を測る

メーター）が、震度５相当の揺れを検知

すると、自動的にガスを遮断するからだ。

マイコンメーターはガスの異常な流量に

も反応して遮断するが、一方で直接的な

揺れは地震だと感じてしまうため、ボー

ルがぶつかっても、ガスを止めてしまう

こともあるという。

　ガスの災害対策の基本は、２次災害を

防止することだ。そのため大阪ガスは、

「何かあれば止める」ことを考えている。

それが家庭ではマイコンメーターの作動

にもなる。ガスを供給する導管が損傷し

た場合に備えて、大阪ガスはエリアをブ

ロック化して管理している。大きい方か

らスーパーブロック、ミドルブロック、

リトルブロックと細分化していき、１カ

所の損傷が影響を与える範囲をなるべく

狭くするよう備えている。また、豊中市

で８６４キロメートル、池田市で３０９

キロメートルのガス管が地中に張り巡ら

されているが、そのうち約８０％が耐震

性の強いポリエチレン管となっている。

今後も新規管への取り替えで、その割合

を増やしていく。

　大阪ガスは独自に地震計も設置し、監

視している。阪神大震災時は３４カ所に

設置していた地震計は、現在２４１カ所

にまで増えた。そこから届く情報や、気

象庁からの情報をもとに被害状況を予測

し、対応を迅速に判断する。

　また社員の動員の関しては、大阪ガス

の供給エリアで震度５強以上を観測した

場合、全社員が自動出社する体制が整え

られている。　　　　　　　（礒野健一）

脱原発の思い込め、Ｔシャツを制作・販売
　農家と一緒に無農薬の米作りしている

「猫の手倶楽部」（豊中市上野西４）の坂

本洋さんが、脱原発を訴えるＴシャツを

作り、販売を始めた。

　坂本さんは、米国・スリーマイル島原

発事故が起きた１９７９年に長男が生ま

れ、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故が

あった８６年は長女の子育ての真っ最中

だった。このため、以前から原発に関心

を持っていた。東日本大震災に伴う福島

第１原発の事故が起き、「子どもや孫た

ちのために、原発に頼らない社会を」と

強く考えるようになった。また、ピーク

時の電力消費を抑えるため、エアコンを

使わず、打ち水をし、すだれをかける「さ

さやかな実践」をしている。

　Ｔシャツには「子どもたちに原発のな

い未来を！」などと印刷されている。１

枚１５００円。ステッカーも作り、５

枚１５０円。坂本さんは「収益が出れ

ば、脱原発の市民団体に寄付する」と話

している。申し込みはファクス（０６

－６８４１－９９１１）かウェブ（猫

の手工房 http://homepage2.nifty.com/

yous/catshands/nekonotekohboh.htm）

で。　　　　　　　　　　　（梶川伸）

制作した Tシャツを着て脱原発をアピールする坂本
さん

機関紙から⑧豊中市美術協会会報
【第６号　小説「阪急電車」に登場する

石積アート！】

　石積アートは縦２０ｍ、横１０ｍ。（中

略）小説「阪急電車」に登場します。こ

の石積アートは阪神大震災の犠牲者追悼

のため、豊中市美術協彫塑部会員大野良

平氏が再生を願って震災１０年目の０５

年１月に制作されました。武庫川中州（宝

塚南口）を「自然と街が共存できる場所」

として選び、大野良平氏が目指す石積み

に参加された多くの方のメッセージが込

められた作品です。　山口　勝　記

（豊中市美術展や文化芸術祭などを主催、

市民の文化芸術の創造と振興に寄与）

能勢街道をゆく⑲　池田市・ほんまち通り～絹延橋

池田炭のインテリアが並べられた店内で語る壇さん

　今回は池田市・ほんまち通りの大衆演

劇場、呉服座が出発点だった。２０１０

年に開館し、昔の名を受け継いだ。

　北に入ると、登録有形文化財の吉田酒

造がある。説明板によると池田は酒どこ

ろで、明暦３（１６５７）年には４２軒

の酒造家があった。この建物は１８７７

年の火災の後に建設されたという。

　筋向いの西光寺へ。境内に猪名川政右

衛門の石碑があった。説明を読む。江戸

時代中期の力士で、池田の酒造業、多田

屋に生まれ、小結まで昇進した。取り口

や人柄で人望を集め、浄瑠璃「関取千両

幟（のぼり）」のモデルになった。碑は

小屋の中にあり、寺の女性は「下の方が

崩れてきたので屋根をつけた」と話した。

　街道をそれて、猪名川を渡る呉服橋に

行く。堤防上に、「呉服座跡地」の石碑

を見つける。その呉服座は明治初年ごろ

に建てられた。１９６９年に建物は愛知

県犬山市の明治村に移築され、重要文化

財となる。新しい呉服座からは３００

メートルほど離れていて、今は何もない。

国道１７３号沿いに、うどん屋の吾妻が

ある。創業元治元（１８６４）年という

老舗なので、街道歩きの昼食にはもって

こい。名物のささめうどんを食べた。め

んは細く、具は刻みアゲ、カマボコ、ミ

ツバ、すりゴマ、おろしショウガ、塩コ

ンブなどを使っている。店の人による

と、「あんかけうどんなので、夏は他の

メニューを選ぶ人が多い」そうだ。

　起業する人たちの拠点となっている

「いけだピアまるセンター」の前を通る。

もとは池田実業銀行本店で、１９２５年

に建設された。これも登録有形文化財。

　さらに進むと、「池田炭」の看板を出

す店「炭しょっぷ・だん」。池田炭は能

勢街道を運ばれた能勢の名産の１つだっ

た。経営者の壇正規さんに話を聞いた。

　「かま元は２年前には５人で、今は３

人。継承しなければ危ない、との思いで

販売を始めた」。店内にはインテリアに

加工された池田炭が並び、切り口の菊花

模様が美しい。「飾りもんではなく、燃

料として使ってもらいたい」と壇さんは

言う。冬になると、火鉢を店内に置く。「炭

の火を見ているとあきない」と。

　創業百余年という豆腐屋、川崎に寄っ

た。「ここから先は阪神高速の建設で、

古いものがなくなった」という言葉を聞

いた後、絹延橋まで歩いた。　　（梶川伸）
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「調和」を生かして　カフェ・アルモニコ

阪
急
宝
塚
線

岡町駅
原田神社

安藤ビル

豊中商工
会議所会館

摂津水都信用金庫

USスポーツ

自然食カフェ
アルモニコ

岡町商店街

阪急岡町駅前のアルモニコ。隣の秋山自然食品セン
ターは秋にリニューアルオープンする

【カフェ・アルモニコ】豊中市中桜塚 1－ 2－ 35▽ 11時半～ 18時。不定休（8月 10、13～ 16、21、25
日は休み）▽ 06－ 6852－ 0576▽秋山光子さんは右から 2人目

　阪急岡町駅前に、自然食品を販売する

秋山自然食品センターがある。３０年以

上前から、無農薬の新鮮な野菜、有機玄

米、無添加のパンなど安心できる食材を

提供し続けてきた。

　オーナーの秋山守さん、光子さん夫

妻は自然食の良さを知ってもらおうと

２０１０年１月、隣にカフェ「アルモニ

コ」をオープンさせた。店名はイタリア

語で「調和」という意味。アンティーク

調の店内は花と緑が多く、ハーブの香り

が漂う、優しい空間になっている。

　秋山さんの長女、知子さんが花屋をし

ていた店舗をカフェに変えた。「知子が

作った店を残したかった」と、光子さん

は涙ながらに話す。

　２００９年６月２４日、「おやすみな

さい」と言ったのが最期だった。病気知

らずだった知子さん。その死を受け入れ

るのには時間がかかった。４０年以上、

玄米を主食とするマクロビオティックを

続けてきた光子さんは、玄米を炊くこと

で救われたと話す。「人生って楽じゃな

いですよ。いかに信念を持っていくかが

大事です。食べ物が心を作ることを知っ

ておかなきゃね」と光子さん。

　メニューは「身土不二」に基づく。身

土不二はその土地で採れたものを、旬に

食べるという考え方で、食材や調理法の

バランスを考えて作っている。玄米は光

子さんが炊き、知子さんの友人の大村久

美子さんが調理する。バランス良く栄養

がとれる「日替わりプレート」は９００

円。車麩（ふ）のカツと玄米ご飯に、取

材日は冷や奴、モロヘイヤとインゲン

のゴマあえ、ジャガイモのおやきの豆

乳サワークリーム、パスタのノリソー

ス、スープが付いていた。玄米小おにぎ

り、副菜３種、プチデザート、スープ、

りんごジュースが付いたお子様プレート

（５００円）もある。　　　（進藤郁美）

疋田さんが被災地へチーズケーキ
　東日本大震災の被災者に笑顔を取り戻

してもらおうと、豊中市本町４の「ビス

トロ疋田」のオーナーシェフ、疋田恒朗

さんが８月１６日～１８日、系列店「カ

マンベール・ド・ヒキタ」のチーズケー

キを宮城県石巻市、仙台市の避難所や仮

設住宅の被災者に届ける。

　疋田さんは震災直後、何ができるか

と考えた。真っ先に浮かんだのは阪神

大震災の時の光景だった。

３００人分の焼きそばの材

料を乗せ、１人で自転車を

走らせた。「キャベツとタ

マネギばっかりの焼きそば

だった」と笑うが、焼きそ

ばを食べた被災者が見せた

笑顔が忘れられないと話

す。

　震災後、店に置いた募

金箱に集まった寄金は約

５０万円になり、自信作

の「こだわり卵のベイクド
約 4000 人分のチーズケーキを被災地へ運び、直接手渡したいと疋田
さん

チーズケーキ」約４０００人分が用意で

きた。「チーズ屋だから作れる濃厚な味

が特徴」と疋田さん。「デザートを食べ

るとみんな笑顔になるんです」と話して

いる。

　疋田さんは１つでも多くのチーズケー

キを届けたいと、間際まで募金を続ける。

問い合わせは「ビストロ疋田」０６－

６８５８－０９０９。　　　（進藤郁美）

編集長のズボラ料理⑯　トウガンとゴボ天の煮物

余裕があれば、トウガンは面取りをし、切れ目を入れると良い

　単身赴任は楽しい。好きなものが食べ

られるからだ。とは言っても、自分では

作らず、食べに出る。高松では、讃岐う

どん屋に行きまくった。１年半と短い期

間だったが、その数４０９店。そのかい

あって、ラジオからお声がかかった。

　坂出市の彦江製麺所に僕が出かけ、ス

タジオと結んでの生中継だった。そこは

自分で麺（めん）を温め、つゆも自分で

入れるセルフの店だった。僕は右手に麺

を温める「いかき」を持ち、左手にどん

ぶりを持って待機した。中継が始まった

とたん、ハプニングが起きた。

　どんぶりを落としてしまったのだ。そ

のシーンを、ラジオの音声だけで表現す

ると、こうなる。ガチャーン。「ごめん

なさい」「すいません」。赤恥をかいた。

　うどんまみれだったので、「栄養失調

になりそうや」が僕の口癖だった。それ

を真に受けたのが、「かけあし」という

おでん屋のおばちゃんだった。「店が終

わるころに来なさい」と言う。行くとい

つも、家で食べるための、ちょっとした

おかずと、おにぎりが用意してある。「お

にぎりは冷凍しておいて、食べたい時に

チーンをすればいいのだから」と。

　おにぎりを冷凍する。ところが、僕の

すみかにはレンジがない。かくて、冷凍

庫はおにぎりであふれ返った。

　夏の暑い日、友人が訪ねてくるという。

久々に料理を作る、と決意した。京料理

に出てくるようなトウガンの煮物がしゃ

れている。行きつけの小料理店「活」の

大将に調理法を尋ねると、「やめときな

さい」。上品なトウガン料理は難しいら

しい。結局、友人とは活に飲みに行った。

　その悔しさが尾を引いていた。随分時

がたってから、テレビか何かでトウガン

料理を紹介していた。それがトウガンと

ゴボ天の煮物だった。僕にとっては雪辱

戦みたいなものである。

　トウガンの皮をむき、適当な大きさに

切る。鍋にゴマ油をひき、トウガン、ゴ

ボ天、干しエビを入れていためる。水を

注ぎ、和風のだしのもとを入れて煮る。

味つけは砂糖、みりん、塩、しょうゆ。

トウガンが柔らかくなるまで煮て、最後

にカタクリ粉でとろみをつける。本来、

トウガンには繊細な味付けをするのが良

いのだろうが、これはどちらかと言えば

ご飯のおかず。そう割り切ってしまえば、

上品さなどどうでもいいのだ。（梶川伸）

お菓子でまちづくり「豊中おやつ宣言」
　豊中市地域雇用創造協議会は、市内の

和洋菓子店やパン製造業者に売り上げの

一部をまちづくりのために寄付してもら

う「豊中おやつ宣言」プロジェクトを始

めた。地元のおやつを食べることで、ま

ちづくりを応援しようという試みだ。

　プロジェクトに参加しているのは７月

末現在で和洋菓子などの３１店。店は販

売価格はそのままにして、イチ押し商

品の売り上げの一部を市の

地域活性化の基金に寄付す

る。

　庄内西町３の和菓子店

「栄久堂吉宗」の吉川嘉一

さんは、黄身餡（あん）の

「吉宗吹上」（１個１４０円）

をイチ押し商品にした。「手

に入る最高の材料を使った

自慢の味」と言い、菓子作

りについて、「気持ちが入っ

ていなければいいものは作

れない。材料、技術と心の
豊中生菓子組合支部長でもある吉川嘉一さんは「既存の商品がまちづく
りにつながることと、手続きが簡単なことが参加の決め手」と話す

あんばいを１番大事にしている」と話す。

　協議会の平岡直子さんは「地元に和洋

菓子やパン店がたくさんあることを再発

見してほしい。おやつを食べる時の幸せ

な気持ちを分かち合いましょう」と話

す。８月２０日～９月２日、市内のファ

ミリーマート２３店全店で、参加店の菓

子を販売する。問い合わせは協議会０６

－６３９８－７７１９。　　（進藤郁美）
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フェイスブック開設　さらに地域に密着
　「マチゴト 豊中・池田」は２０１０年

７月２９日に創刊し、新聞、ウェブ、ツ

イッターを通じて、地域情報を配信して

きました。「読者とつくる地域密着新聞」

を基本理念としていますが、創刊１周年

を機に、その役割をさらに高める目的で、

世界最大級のソーシャルメディア「フェ

イスブック」上に、公式サイトをオープ

ンさせました。今まで以上に、読者のみ

なさんとコミュケーション

をする機会を増やし、豊中

市・池田市の街の情報を、

リアルタイムに「集めて」

「伝える」活動を強化して

いきます。

　マチゴトは読者のみな

さんと一緒につくる地域

密着新聞です。街の「見た

い！」「知りたい！」「調べ

てほしい！」など、ご近所

の気になることがらにつ

いて、フェイスブックの
フェイスブックのサイトを開いて検索窓に「マチゴト」と入力すればリ
ストに表示される

「マチゴト豊中・池田（facebook.com/

machigototoyonakaikeda）」へ、情報を

お寄せください。「いいね！」お待ちし

てます。もちろん従来通り、はがき、ファ

クス、メール、ツイッターでも受け付け

しています。ご意見の多い内容について

は、マチゴトの記者が取材します。　　

　　　　　　　　　　　　　（岡田真介）

離陸直前です＠千里川土手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。

　　　８月中旬～下旬の催し物ピックアップ　　　８月中旬～下旬の催し物ピックアップ
1 6（火）
子どもと本のつどい「アフリカを読む、知る、楽しむ　子どもの本」展（21日まで）／豊中市立岡町図書館
10 時～ 17 時。本を通してアフリカを知る企画展。アフリカをテーマにした絵本など約 100 冊とパネ

ルを展示。21 日 10 時半～参加費無料のトークイベントも。豊中市立岡町図書館 06-6843-4553。

2 0（土）
第63回猪名川花火大会／池田・猪名川河川敷
19 時 20 分～ 20 時 20 分。荒天の場合は 21 日に順延。東日本大震災犠牲者へ

の哀悼の意を込めた追悼花火を打ち上げた後、9 つのステージで華やかな花火

ショーを見せる。池田市の「ふくまるくん」、川西市の「きんたくん」のキャ

ラクター花火や、音を奏でるメロディー花火など、約 6000 発が打ち上げられる。

当日 19 ～ 22 時ごろにかけ、阪神高速 11 号池田線の池田分岐～池田木部出入

口が通行止めとなる。池田市観光・ふれあい課 072-754-6244。

第33回寺内祭（21日まで）／豊中・緑地公園駅ビル北側駐車場
今年のメッセージは「－ふれあい寺内・縁と援－」。20 日は前夜祭。祝い太鼓やフラメンコ、寺内お

どりなどが行われる。21 日は本祭り。幼児みこし、子どもみこし、大人みこしが集合し、寺内おど

りが行われる。花火は 20 日は 20 時 20 分～ 40 分、21 日は 20 時～ 20 時 20 分を予定。

就労に課題を抱える若者向け「職場体験＆セミナー」／豊中・若者仕事準備室　dan　dan
セミナーは 10 月 22 日までの毎週土曜日 13 時半～ 15 時半。トレーニングは 10 月 24 日～ 11 月 4 日

の平日毎日 10 時～ 12 時。職場体験は 11 月上旬～。就労に課題を抱える若者たちが仕事の現場を体

験し、進路選択・求職活動に役立てていくためのプログラム。対象は豊中市在住で、ひきこもり経

験者や長期無職者など。参加費無料。若者仕事準備室　dan　dan　06-6842-7129。

情Netz感謝祭（28日まで）／ネッツトヨタニューリー北大阪
子どもも大人も楽しめるさまざまなイベントを、各店舗ごとの個性を出して行う。池田店 072-761-

5111、緑ヶ丘店 06-6841-0041、オートブランチ緑ヶ丘店 06-6842-0803、蛍池店 06-6841-7700 ほか全

店で開催。

2 1（日）
第27回わくわく広場／池田・石橋商店街
18 時～ 20 時。スーパーボールすくいやコリントゲーム、ラムネすくい、トロッコゲームなど、手作

りの子ども向けの縁日を、１回 10 円から楽しむことができる。石橋商店会 072-761-1576。

2 4（木）
大阪音楽大学付属音楽院「夏の音楽院フェスティバル」（27日まで）／豊中市庄内幸町1-1-8、大阪音楽大
学付属音楽院
指揮者、ミュージカル、パイプオルガン、ハープの体験教室を開催。27 日（土）18 時半からはザ・カレッ

ジ・オペラハウスでコンサートも。日時・対象年齢・参加費等はhttp://ongakuin.jp/にて。申し込みは、

電話 06-6334-2909 または FAX06-6334-2675。

夏天神祭（25日まで）／豊中・服部天神宮
24 日が宵宮祭、25 日が本祭。25 日 10 時から「足の守護祈願大祭」として参列者に特別わらじお守

りを授与。両日とも「あんどん」奉納展（終日）、雅楽奉納演奏会（18 時～ 19 時）、神事芸能だんじ

りばやし（19 時～ 22 時）などを行う。服部天神宮 06-6862-5022。

2 7（土）
大人の夏メイク／豊中・おかまちコミュニティカフェＫｉｔｔｏ 
メイクアップアーティストの津田まみえさんが 30 代～の女性を対象に、紫外線と日焼け止めについ

て、夏メイクの紹介と実践。参加費 1000 円。先着 5人。問い合わせは津田さん 080-3037-0425。

2 8（日）
親子で楽しむ世界の音楽～ふえぴあ音楽会／池田・五月山児童文化センター
14 時半～ 15 時 15 分。LOHAS NOTES（ロハスノーツ）がリコーダーと鍵盤ハーモニカの本格演奏。ル

パン三世のテーマ、嵐メドレーなど。体験コーナーはリコーダー、ピアニカが必要。参加無料。五

月山児童文化センター 072-752-6301。

元気のバトンつないだ豊中まつり
　８月６、７日に豊中市曽根南町１、豊

島公園で「豊中まつり２０１１」が開か

れ、多くの市民でにぎわった。今回は東

日本大震災復興のための義援金ボックス

を設置したほか、まつりグッズの販売収

益の一部を寄付するなど、「つなげ『元

気』のバトンを！！」を合言葉にした活

動も行い、ライブステージに立った市民

やアーチストからは、少しでも早い復興

を願い、協力を募るメッセージが聞かれ

た。

　マチゴトも I Love Toyonaka ゾーン

に、マーブリングを楽しんでもらうブー

ス「マチゴト・ラボ」を出した。水に浮

かべた絵の具が偶然の模様を織り成し、

それをはがきに写し取ると、子どもたち

は笑顔を見せ、歓声をあげた。（礒野健一）

浅利敬一郎・豊
中市長（左）も
挑戦。「同じもの
は二度とできな
いんですなぁ」

真剣な表情で
マーブリングを
する子どもたち

カマンベール・ド・ヒキタのチーズケーキ
　マチゴトは「豊中おやつ宣言」に参

加しているカマンベール・ド・ヒキタ

（豊中市本町４－１－２４、イズミ豊中

本町ビル１階▽電話０６－６８５３－

８８７７）の「こだわり卵のベイクドチー

ズケーキ」（１５７５円）の引換券を３

人にプレゼントします。はがきに「ヒキ

タのチーズケーキ」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、〒５３０－８２５１大

阪市北区梅田３－４－５　毎日新聞ロー

カル（８／１１日号）にお送り下さい。

８月２５日消印有効。発表は引換券の発

送をもって代えさせていただきます。

ブリは 1尾 3枚おろしにして真空パック

ひろびろいけす育ちのブリ
　４０×６０メートル（容積が通常の

５０倍）の巨大いけすで育てられた出世

魚のブリを、株式会社「兵殖」（大分県

津久見市高洲町３８２４）の協力で、マ

チゴトが３人にプレゼントします。１尾

約４キロ（ラウンド）で、３枚おろし、

真空パックのものです。

　兵殖は「養殖場から加工場までＨＡＣ

ＣＰ方式による管理を徹底し、そのシス

テムを駆使した最新工場からのブランド

品の魚で、豊かな食生活のための役に立

ちたい」としている。

　はがきに、兵殖のブリと明記し、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うえ、〒５３０

－８２５１大阪市北区梅田３－４－５　

毎日新聞ローカル（８／１１号）にお送

りください。８月２５日消印まで有効。

発表は兵殖からの発送をもって代えさせ

ていただきます。＝企画（有）なぎさ書

房

しまず先生へ
いつもべん強を教えてくださって、あり

がとうございます。

わたしの心にのこった言葉は、「字がき

れいだね」と、言われたことです。

おこった時はこわいけど、わらった時は

にっこりしていて、やさしそうな顔をし

ています。

わたしが、先生のすきな所は、えがおで

す。

せんせいは、わたしのすきな所はありま

すか。

あったら聞きたいです。

みんなの丸つけをするとき、３３人分は

大へんだと思います。

でも、いつもがんばっている先生をみて、

わたしも、がんばろうという気持になり

ます。

まき　より

＝大池小学校３年（２０１０年度）　藤

原まきさん

（豊中「伝えよう！いのちのつながり」

第２回作品から）


