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桂三枝さんインタビュー
「社会人落語は身近な笑い」
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３回社会人落語日本一決定戦が
９月１７、１８日に池田市で

開かれる。落語を次の世代へつなぎた
いという上方落語協会会長の桂三枝さ
んの強い思いで始まり、プロとは一味
違った芸風がファンを引き付ける。池
田市在住で大会統括を務める三枝さん
にインタビューすると、
「１回目より
２回目は非常にレベルが上がった。社
会人落語というひとつのジャンルを確
立した」と語った。
「お医者さん、学校の先生、運転手
さんなどいろんな職業の方が、それぞ
れの仕事の経験を生かし、身近に感じ
るものを笑いにする」のが社会人落語
の魅力だと三枝さん。
「発表の場が出
来たと喜び、大会を楽しみにしている
人も多いですよ」
池田市栄本町の市立上方落語資料展
示館（落語みゅーじあむ）や大阪市北

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

区にある落語専門の定席・天満天神繁
昌亭開館の旗振り役も担ってきた三枝
さんは、
「お客さんとの距離感をなく
してきたのが大衆芸であり、寄席。寄
席は老いも若きも一緒に楽しめる数
少ないところ」と話す。
「家庭の中に、
会話はあっても伝達や報告で、
『話』
がなくなってきた。もういっぺん話を
する、話を聞くことを見つめ直そうと
いう時代の流れに、
『じっくり話が聞
ける落語があるじゃないか』と、足を
運ぶ人が増えているのはうれしいこと
だ」と手応えを感じている。
また、
「きつい言葉や下品なことを
言わなくても、生活の中から生まれる

「池田の街全体で全
国のみなさんを迎
え、落語を通じて触
れ合いを」と話す
桂三枝さん＝ 2011
年 8 月 15 日、大阪
市中央区の吉本興業
で

ほのぼのとした笑いは十分作れると思
う。そんな笑いは長続きするし、多く
の人に親しまれる。大衆芸とはそうい
うもの」と、三枝流の笑いの本質に触
れた。

お問 合 わせはこちらへ

〒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

Staff

（進藤郁美）

編集長
：梶川伸
編集記者
：礒野健一、進藤郁美、早川方子
アートディレクション：黒須信宏（CrossDesign）
広告企画
：毎日新聞ローカル
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お問合わせ先

あめちゃん袋で復興支援 池田市の吉田晴美さん

TEL：06-6346-8255

2

気仙沼に池田の風呂 青年会議所が裸の付き合い

池田市在住の和紙・パッチワーク作家

ココロンふくろは７月末に復興ボラン

の吉田晴美さんが、東日本大震災の復興

ティアに参加した尼崎市立身体障害者福

東日本大震災で被災した宮城県気仙沼市

施設はひとまず３カ月間の運営が予定

支援としてパッチワークの小袋・ココロ

祉センターの森嶋孝夫さんが、宮城県南

に移動式循環型風呂を設置し、無料浴場

されており、燃料費は池田市に集められ

ンふくろを制作、販売し、その売り上げ

三陸町に持ち込み、現地の人にも手渡さ

をすべて寄付する活動を続けている。

れた。吉田さんは「支援額は小さいです

池田市と池田青年会議所が８月６日、

「池田ふれあいの湯」を開いた。
津波で大きな被害を受けた老舗銭湯

した。

た義援金で賄われる。
池田青年会議所は、気仙沼市の「すが

ココロンふくろは吉田さんのほか、吉

が、その分ずっと継続していきたい」と

「亀の湯」の浴室に、風呂を取り付けた。

とよ酒店」の復興祈願酒「負げねぇぞ気

田さんが開く大阪市淀川区の生涯学習教

話している。ココロンふくろは８月２９

湯船の正面には、池田市立五月丘保育所

仙沼」を仕入れ、イベントで販売するな

室の生徒らも一緒に制作している。
「大

日～９月３日に丸山雄進堂（大阪市中央

の園児が描いたヒマワリの絵と「ごゆっ

ど、今後も継続的な支援活動をしていく

阪のおばちゃんの『あめちゃん袋』です

区）
で開く個展でも販売する。
（礒野健一）

くり」の文字が入った横断幕が飾られて

予定だ。

ね。布は専用に買ったもの

いる。池田市民から集めら

を使い、デザインも豊富で

れたタオルや石けんなどの

す」
。吉田さんの個展など

備品も運び込まれ、８日か

で１つ３００円で販売し、

ら利用されている。

既に売り上げた２００個分

開設式に参加した池田青

６万円は、あしなが育英会

年会議所の名村研二郎理事

に寄付。震災・津波遺児の

長は、
「亀の湯は港町・気

ための「東北レインボーハ

仙 沼 で、 地 元 の 方 や 漁 師

ウス」建設に使われるとい

の方から愛されてきた。津

う。教室に通う大本由美子

波で被害を受けたが、これ

さんは「今も耐えてがんば

を き っ か け に、 コ ミ ュ ニ

る被災者の方を少しでもお

手伝いしたい」と話した。

生徒に作り方を教える吉田晴美さん（中央）。生徒は「友だち感覚で優
しく教えてくれるので楽しい」

楽屋とステージ メリハリが生む細やかなサービス
とある秋の夜、ネッツトヨタニュー

リー北大阪・緑ヶ丘店に務める西村正人

さんは、閉店作業を終えたところで岸野

ジでは笑顔を忘れず、でも緊張感をもっ
て臨みます」
そんなステージに、かわいい子役も登

秀美店長に呼ばれた。向かった先には、

場した。
トヨタがキャンペーンをする「こ

大きな花束を持った岸野さんがいた。
「今

ども店長」に、２００９年９月から岸野

日、結婚記念日だろ。おめでとう」と笑

さんの娘・正鈴（せいれい）さんも就任

いかける岸野さんに、
「自分でもはっき

しているのだ。当時小学２年生だった正

り覚えてないのに、ありがとうございま

鈴さんは、早速「店の車をぜんぶ１００

す！」と感激する西村さん。こうした部

まんえんにします」という貼り紙をして

下に対する細やかな気遣いが店全体に広

店長をあわてさせるが、名刺交換もしっ

がり、顧客サービスへつながっている。

かりこなして接客するなど活躍した。

女性用トイレに油とり紙やパンストの

「オンとオフの切り替えができなけれ

替えを用意。両替やお釣りは新札で。客

ば、いる意味がない」と岸野さん。それ

の飲み物の好みはコーヒーの砂糖の数ま

は、緑ヶ丘店にはそれができる人間しか

で把握。新車の納車の際にはプリザーブ

いないという信頼の言葉だ。（礒野健一）

ドフラワーをプレゼント。ちょっとした

ことでも、相手に楽しく、心地よくなっ

てもらえるよう工夫する。
サービスのアイデアは、事務室で交わ

される雑談から生まれることが多いとい

う。何でも気軽に話せるざっくばらんな

雰囲気が、思わぬアイデアを生み出すの

だ。一方でメリハリも忘れない。
「事務

室から一歩外に出たら、待っているのは

お客様。例えるなら楽屋とステージ」
と、

受付担当の椋田信恵さんは言う。
「ステー

さまざまなアイデアは事務所の雑談の中から生まれ
た。右から 2 人目が岸野秀美店長

【ネッツトヨタニューリー北大阪・緑ヶ丘店】豊中市春日町 5 － 9 － 13 ▽ 9 時半～ 19 時（サービス受付 17
時半まで）▽火曜定休▽ 06-6841-0041。写真はこども店長を務める岸野正鈴さん

ティーの場として復活して
もらえたらうれしい」と話

（礒野健一）

開所式の後、湯船で交流を深める池田、気仙沼の関係者

お問合わせ先

夫婦で楽しむＷの子育て⑪

TEL：06-6346-8255
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子育てサークル⑭ ママっ子くらぶ

◆パパにおすすめ絵本とは？

うな本。具体的には、だじゃれ、怪獣、

男性にとって、
「絵本」は未知の世界。

参加費無料の子育てサークル「ママっ

いう高柳さんをはじめ、運営スタッフは

おばけ、マニアックな電車や車もの、冒

子くらぶ」は月に１度、豊中市立野畑図

みな明るく活発な雰囲気のママばかり。

絵本の読み聞かせがいいと聞いても、な

険もの。そして、おなら、おしっこ、う

書館で開かれている。未就園児とママた

「毎月参加している方を見ると、楽し

かなか手を出せないパパも多いのでは？

んちなど。
「子どもが好きそうな絵本」

ちが集まって、手遊びや歌、絵本の読み

んでくれているんだな、とうれしくて」

でも、子どもたちは絵本が大好き！

を選ばなくても、パパが「面白い！」と

聞かせのほか、簡単な工作などを楽しん

と笑顔で話した。

「子どもとどう関わっていいかわからな

思った絵本なら、子どもは興味を持って

でいる。

い」というパパにこそ絵本がおすすめで

す。

くれるはずです。

（早川方子）

「工作で使う材料は、家庭の不用品な

読む時は、かわいく読もうなんて思わ

どを持ち寄って再利用しています。サー

よく、６カ月ごろから読み聞かせると

なくてＯＫ。絵本の読み方に正解はあり

クルの運営費はリサイクルをして稼いで

いいと言われますが、うちの子は４カ月

ません。パパが楽しいと思いながら読む

います」

ごろから絵本を読むと反応していまし

のが、子どもにとっては一番うれしいん

た。絵本を読むのに「早すぎる、遅すぎ

です。

る」は無いようです。

代表者の高柳えみさんによると、７～
８人いる運営スタッフがアルミ缶を集め

【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住の

て業者に売り、その収入をサークルの活

さて、いざ読もうと思っても、図書館

ライター・コピーライター。２歳男児の

動費に充てている。「参加者が一切お金

や本屋に行くと絵本がズラーリ。何を選

母。夫は平日の夫婦２人の弁当と、休

を使わなくてすむよう配慮している」と

べばいいか迷ってしまいます。パパにお

日の朝昼晩の食事 を つ く る イ ク メ ン。

か。

すすめなのが、ずばりママが選ばないよ

http://ameblo.jp/mamawriter/

ハーブで暮らしを楽しむ⑦
紫外線をいっぱい浴びた今の時期の肌

のお手入れはとても大切です。化学者

「やっぱり無料がいいですよね！」と

毎月第 3 金曜日に集合。問い合わせは豊中市社会福
祉協議会へ

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編⑨

のハーブティでも代用できます。
【北河桂子さん】アロマ＆ハーブ専門ス
初心者向

がらも、指の隙間から見ている子がいる

【かいじゅうたちのいるところ】
マックス君はお母さんに叱られ、寝室

ガットフォセが実験中に火傷を負ったと

ク ー ル Mrs. Lavender 代 表

きにラベンダーを利用し、治りが早かっ

けの楽しい講座～資格取得の真剣講座

にょきりと木が生え、ユーモラスな怪獣

た と 論 文 に ま と め た 際、「 ア ロ マ テ ラ

ま で 対 応 http://mrs-lavender.com/ ▽

たちのところへ。我が家の末っ子は、小

ピー」とタイトルをつけたことが、アロ

info@mrs-lavender.com

さなころから叱られると、眠ってしまう

人気作品です。
（絵本を楽しむ会・Ｍ）

に放りこまれます。すると、にょきり、

マテラピーという言葉の誕生です。日焼

という癖があります。先日も、私が叱っ

けも火傷の一種。是非、ラベンダーをこ

ている時に、ふらりと椅子に座りこみ、

の時期のスキンケアに利用しましょう。

一瞬にして夢の中。２１歳になるのに…。

教室でも秋のスペシャルスキンケア講座

マックス君も一瞬、夢の中だったかな？

はとても人気ですが、中でもオススメ

だって、お母さんが作った夕食はまだ、

は、ラベンダーウォーター。精油ができ

温かかったのですから。怪獣を怖がりな

「かいじゅうたちのいるところ」作：モーリス・セ
ンダック 訳：じんぐうてるお（冨山房）

る時に一緒に副生成され、赤ちゃんから

静岡のおじいちゃんへ

使える香り豊かなお水です。そのまま化

粧水に使えます。このラベンダーウォー

ターをたっぷりお肌に与えると、疲れた

夏のお肌も心も癒されます。ラベンダー

ラベンダーウォーター手作り中の様子。摘んだばか
りのハーブで作ると香りも格別です

久しぶりに、おじいちゃんに会いに行っ

てごめんね。」わたしは、すごくうれし

たけど、あまり元気なかったね。だから、

かった。

手紙を書いたよ。最後に、いつものみー

しんどいのに、
一生けん命書いてくれて、

みー詩を書いたよ。
「おじいちゃん、日

ありがとう。また、会いに行くね。 片

光浴びてにこにこ元気に、にこやかに。
」

山瑞貴より＝寺内小学校４年（２０１０

豊中市はこのほど、東日本大震災の被

おじいちゃんから、返事が来た。
「おじ

年度）片山瑞貴さん（豊中「伝えよう！

災地支援として、岩手県大槌町に電動機

いちゃん、手がふるえて、字がきたなく

いのちのつながり」第２回作品から）

岩手県大槌町へ電動機付自転車など３０台を寄贈

付自転車１０台と市が保管している放置

自転車２０台の計３０台を寄贈すること

豊中市、池田市の皆様に伝える

マチの伝言板

を決めた。
電動自転車は、豊中市が市民や事業所

誰でも参加できる情報コーナー

から寄付を受けた被災者支援基金を活用

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 ■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
料金 ■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。

して購入した。服部南自転車保管所（服

部南町４）で８月２２日、市職員３人と

配達業者１人が３０分程かけて自転車

３０台をトラックに積み込んだ。豊中市

危機管理室は「大槌町は海岸沿いが津波

でやられ、仮設の住宅の多くが高台に建

てられている。電動自転車は大槌町から

要望。電動自転車が坂道の多い被災地の

皆さんの役に立ってほしい」と話してい

る。

＝情報提供・豊中市（早川方子）

自転車は 25 日に大槌町に届く予定

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

もうせーへんねん（３歳）
黒いぞうと白いぞうが、剣やピストル

子どもたちは、ヒーローごっこが大好

でけんかをして死んでしまう『じろり

きです。大好きな遊びなのになんだかい

じろり』という絵本を読んだ数日後ので

つもと違って見える……。大切な家族の

きごとです。

こと、命について、子どもたちなりに気
づくことがあるようです。

みきと「みきと

ごっこ

もうシンケンジャー

せーへんねん」

保育士「なんで？」
みきと「だってシンケンジャーって剣

やろ、剣でやったら死ぬもん。死んだら

お母さんとかと会われへんやん」

（豊中市・子どものつぶやき展より）

祝 開店1周年記念セール
9月 1 日から 10 日まで、
お得意様先取りセールにご招待。
ロングジャケット 4000 円⇒ 1500 円
秋冬物取り揃え記念価格でご提供。
5000 円以上のお買い上げで、当店むか
いの中華料理「晴山閣」のサービスラン
チ券を差し上げます。
豊中市本町 3-13-8 スーパーサンディ前
ファッション ROCO ☎ 06-6858-2335

創業20年 プロによる定期清掃
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。
( 株 ) ハウスクリニック 06-6863-1208

貴金属買い取り“じぱんぐ”
使わなくなったジュエリー、お家で眠っ
ていませんか？
金・プラチナ・ダイヤ・高価買取り。
ジュエリーの修理・リフォームも……
ジュエリーを格安にて販売しています。
店内には手作り作品もあり、とても楽し
いお店です。お気軽にどうぞ。
蛍池駅西側すぐ。
☎ 06-6855-6903（水曜定休日）

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
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お問合わせ先

TEL：06-6346-8255
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災害時のライフライン⑦ 大阪ガスの対応（下）
ガス管の異常などの情報は、大阪ガス

力して宮城県で作業に当たった。

たが士気は落ちず、全国のガス事業者が

が、阪神大震災を経験していたため、水

本社中央司令室（大阪市中央区）に集め

支援隊の中隊長を務めた植田明宏さん

を抜く作業など計画は立てやすかった」

皆、熱い気持ちで作業をした。地元の方

られる。そこから各地域の保安基地に指

は「石巻市では地盤沈下のせいで、満潮

と話す。現場で広報業務を担当した岡沢

からの
『ありがとう』
の言葉がうれしかっ

令がいき、補修作業が始まる。豊中・池

時に冠水してしまうなど苦労もあった

圭介さんは「途中で震度６の余震もあっ

た」と笑顔になった。

（礒野健一）

田エリアは豊中基地、千里基地が担当し

ている。１９９８年３月には、中央司令

室が被災して使用不能となった場合に備

え、中央指令サブセンター（京都市下京

区）もでき、緊急時に備えている。
地震によって破断したガス管工事の様

子は、知らない人が見れば水道管工事の

ように見えるかもしれない。
「ガス管と

水道管は隣接して埋設されていることが

多いので、破断したガス管に水が入るこ

とが多い。まずは排水する作業が大変」

と、導管事業部の米原理さんは話す。こ

れは阪神大震災の時に多数見られた事例

で、その時の経験が、３月の東日本大震

災の復旧作業で生かされたという。
大阪ガスは日本ガス協会の要請を受

け、約１３００人を震災の復旧支援に派

遣し、全国から集まったガス事業者と協

詳細な住宅地図と連動し、地下のどこに導管が敷設されているかが分かる独自ソフトを使い、的
確な復旧作業を行う

きめ細かな生活支援事業 クラッシー・磯野さん
掃除、洗濯、料理といった家事代行、

ベビーシッター、介助など生活全般の支

ます」
。
利用者からは「魔法のようだった」
「帰宅するのが楽しみになった」などう

援サービスを手掛る「クラッシー・ファ

れしい声もある。
「北摂を含む京阪神で、

ミリーコンシェルジェ関西」の利用者が

これからも心のこもったサービスを届け

増えている。ちょっとした買い物やペッ

たい」と笑顔だった。

トの世話、留守番など様々なニーズに応

えるきめ細かなサービスが受けた。
「依頼が多いのは家事代行で、利用者

の多くは共働きや高齢者世帯。働き続け

（進藤郁美）

【クラッシー・ファミリーコンシェルジェ
関西】芦屋市船戸町８－１５▽フリー
ダイヤル０１２０－８８－７５０２▽
http://www.family-concierge.co.jp/

るための手段や、病気やけ

がで家事ができなくなった

時の利用も多い」と話すの

は磯野靖子さん。利用者の

自宅へ赴き、要望を聞く「コ

ンシェルジェ」のリーダー

を務める。
「お客様のプライベート

な空間に入る仕事ですから

信頼関係が１番。不安や疑

問を取り除いてもらうため

に直接コミュニケーション

をとることを大事にしてい

「掃除が苦手、外出の間だけシッターがほしい、電球を換えてほしいな
ど幅広い要望に応えます。気軽にご相談ください」と磯野さん

８３．
７ＭＨｚ ＦＭ千里の声⑨ 林ひろ子さん

◆「映画の森」（土曜日１５時～１５時

けていきたい」
（礒野健一）＝コミュニ

４５分）担当

ティＦＭ千里木曜日午前１１時からの番

進学で大阪に出て来た時に見たオリビ

ア・ハッセー主演「ロミオとジュリエッ

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

ト」に衝撃を受け、
映画にのめり込んだ。
「ハリウッドの大作も好きだけど、単

館上映作品やインディペンデント作品も

大好き」と話し、第七芸術劇場（大阪市

淀川区）、京都みなみ会館（京都市南区）

に足を運ぶ。シネマコンプレックスには

ない、昔ながらの映画館の雰囲気を味わ

えるのが魅力だという。
「最近の邦画はテレビドラマの続編や、

小説や漫画の原作ものが多く、オリジナ

ル脚本が少ないのが物足りない」
と話し、

若手の監督に期待を寄せる。
「大阪芸術大学出身の板倉善之監督に

初めて番組に出てもらった時は、まだ学

生のノリで『大丈夫かな』と心配もした

が、今は少しずつ名前も知られるように

なってきた。番組ではそうした人や作品

を紹介して、細く長く、マニアックに続

インターネットで番組を聴けるため、全国の映画
ファンから反響が届くという

東日本大震災の復旧作業の様子。大量の水が作業を困難
にする（大阪ガス提供）

お問合わせ先

TEL：06-6346-8255
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お問合わせ先

タレが自慢の伝統料理 うなぎのたかお
生まれ育った福岡県柳川市の伝統料理

TEL：06-6346-8255

6

身近な生き物たち④ 待兼山・阪大豊中キャンパス

伝う。貴生さんはＪリーグ、ヴィッセル

豊中市と池田市にまたがる大阪大学豊

すので、そうした場所にしかいない虫も

を知ってもらおうと、大渕征輝さんが池

神戸のチームマネージャーをしていた。

中キャンパスの北西部にある待兼山は雑

見られる」と森さん。遊歩道は平日の昼

田市旭丘１の自宅で１９９０年、ウナギ

玄関には退社時に、チームのメンバーが

木林を有しており、これまでに１０００

間は解放されていて、誰でも通ることが

のせいろ蒸し専門店「うなぎのたかお」

サインしてくれたユニホームが飾ってあ

種類以上の昆虫が確認されている。

出来る。

を始めた。１人息子、貴生さんの名前を

る。
「背番号２０は店が２０周年だった

店名にし、自宅１階の６畳と８畳の座敷

から」と貴生さん。「息子のつながりで、

上尾（うえび）達也さんと森康貴さんに

にテーブルを置いてスタートさせた。

ヴィッセル神戸やガンバ大阪の選手が来

聞くと、樹液の出る木にはカブトムシ、

てくれるのはうれしい」と征輝さんは目

ネブトクワガタなどが集まり、キャンパ

じりを下げた。

スを歩くとタマムシが飛ぶ姿を見ること

征輝さんは大阪市中央卸売市場でマグ

ロの仲買人をしていた。転身したきっか

けを、「大阪でウナギのせいろ蒸しを食

べさせてくれる店がなかった」と話す。

ウナギの仕入れ値は、開店時と比べる

もあるそうだ。待兼山の環境を示す虫と

と２倍以上も高くなっているが、値段は

して挙げるのはセンチコガネ。動物のふ

「柳川で祖父が使っていたタレがあって

据え置いたまま。その理由を「一時しの

んや腐肉を餌にするため、住宅地が近く、

ね、８０年もの。なんといってもタレが

ぎの利益追求はあかん」と征輝さん。せ

猫も多い待兼山は絶好の場所という。

１番大事。タレも人と同じように呼吸し、

いろ蒸し（松）は肝吸い、小鉢、漬物が

生きている」と征輝さん。祖父のタレに、

付いて２０００円。

（進藤郁美）

醤油、砂糖、みりん、水あめ、酒で作っ

たタレを継ぎ足して使っている。
せいろ蒸しは「炊いたご飯にタレをま

ぶし、なじませるため常温で冷ます。冷

泰野
公園

池田旭丘
幼稚園◎

市立緑丘
小学校

サークルK◎

り方を説明する。夏、特に土用の丑（う

し）の日は、厨房は蒸し風呂状態になる。

「１日中、焼きっぱなし、蒸しっぱなし、

汗もかきっぱなし」と笑う。
２０１０年春からは貴生さんが店を手

大阪大学総合学術博物館の３階には、

待兼山に多く見られるセンチコガネ（森康貴さん提
供）

待兼山で採集された昆虫が
標本展示されている。展示

ユニカムドラック◎
市立泰野 郵便局 ケイ薬局◎
◎
小学校
◎
大阪北生協
◎食品館
コープ箕面
アプロ

ましたご飯をせいろに詰め、カバ焼きに

したウナギをのせ、５～７分蒸す」と作

（礒野健一）

学生組織・大阪大学生物研究会のＯＢ、

旭ヶ丘書店◎

うなぎの
たかお

◎正行寺

◎
DIY
ショップ

府立池田
高等学校

◎ＧＳ

阪急池田駅、石橋駅から阪急バス「呉羽の里」バス
停から徒歩 3 分

は季節ごとに内容が変わ
り、
「今の季節に見られる
虫」が並ぶ。また、待兼山
で発見された新種・モリヨ
ツモンコヒラタハナアブも
紹介されている。
博物館の裏から待兼山へ
続く遊歩道を進むと、トン
ボやチョウ、バッタなどが
数多く飛び回っていた。
「待
兼山は朽ち木もそのまま残

大阪大学総合学術博物館 3 階の昆虫標本と、その制作にあたった森康
貴さん（左）
、上尾達也さん

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜４＞東山嘉事さん
阪急池田駅に近い駅前公園に、東山嘉
事さんの「鳥虫戯石」がある。幅４．３メー

た３０人の子供たちの手形も彫り込ん

だ」とコメントしている。 （進藤郁美）

トル、高さ１．４メートル、奥行き２メー
トルの五月山に見立てた岩に、ヘビやト
ンボ、チョウ、カタツムリが遊んでいる。
牛や魚もいる。太陽や子どもの手形もあ
る。三田市の有馬富士公園にも、同じタ
イトルの遊び心いっぱいの作品がある。
東山さんは２００６年に亡くなった
が、
「自然の生き物が、戯れる姿を表現
した一連の作品。石の形自体が、作品の
重要な部分を占める。彫刻教室に参加し

阪急池田駅近くの駅前公園にある東山嘉事さんの
「鳥虫戯石」
（1994 年）

一部２.５円

折込広告は、なんと
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。

【うなぎのたかお】池田市旭丘 1 － 8 － 4 ▽ 11 時半～ 20 時。水曜定休▽ 072 － 762 － 8381 ▽大渕征輝
さん（右）と息子の貴生さん

お問い合わせは、毎日新聞ローカルまで

折り込み広告募集中！
！

☎06-6346-8255

編集長のズボラ料理⑰ 冷凍うどんのネギ・ショウガあえ
高松に住んで讃岐うどんを食べまくっ

ていたころ、地元の雑誌に「恐るべきさ

ぬきうどん」が連載されていた。簡単に

がある。訪ねた店の数で勝負をかけた。
「７００から７５０軒くらい」とサラリ
と言う。
「ははー」である。

言えば、うどん屋の紹介である。しかし、

「聖」には理由があった。本職は保健

「よう、こんな店を見つけてきたなあ」

所の職員で、その名刺で食べ物屋に行く

とうなるほど、穴場の店が多かった。
その編集長に聞くと、麺通団（めんつ

るという。ムラムラと対抗意識がわいた。

ねた。
「母親が作ってくれたような味か

僕も栄養失調状態になりながらも４０９

な」
。まるで禅問答。答になっているよ

軒を制覇した身（その時は、まだ３００

うな、なっていないような。聖の言うこ

軒台ではあったが）、並みのうどん通に

とは、深すぎる。

に「麺聖」とあった。しかも、字が大き

香川県は、冷凍うどんも送り出してい

も、
「ははー」と頭を深々と下げてしまっ

た。聖を広辞苑でひけば「日のように天

下の物事を知る人」なのである。
それでも、こちらには４０９軒の自負

ちらは、
特に深いわけでもない。
（梶川伸）

かの編集長はその後、大学教授になっ
ぼくも、倍ほど食べておけばよかった。

麺聖は２玉分もある。これだけで不覚に

どんの上に乗せ、かきまぜて食べる。こ

加えて１０分おく。冷凍うどん１つをゆ

た。専門は「さぬきパスタ論」だという。

名刺を交換したとたん、参った。肩書

い。姓名の部分がうどんの１玉分なら、

１杯のサラダ油に漬け、ほんの少し塩を

して、麺聖にしたそうだ。
「どんなうどんがおいしいのか」と尋

た。いわば、果たし合いである。

で、水で冷やす。ネギ・ショウガ油をう

のは具合が悪い。そこで、遊び心も加味

うだん）という好き者たちが取材してい

は負けるはずがない。団長に会いに行っ

を細かい輪切りにする。それらを大さじ

る。代表格は「加ト吉」だが、僕は小豆
島の小さな会社で取材したことがある。
「麺にタピオカを加える」と聞いて驚い
た。うどんは、深いのである。
その冷凍うどんを使う。ショウガをす
り、一部はみじん切りにする。細いネギ

香川県には、「讃岐の細ネギ」という薬味にいいネギがある。油はオリーブオイルでも良いかもしれない

お問合わせ先

自然の味覚と風味 徳島のスダチ
万葉の昔から愛用されてきたスダチの

１キロ入り箱を、ＪＡ全農とくしまの協

ただきます。＝企画（有）なぎさ書房

7

８月下旬～９月前半の催し物ピックアップ

まからの商品発送で発表に代えさせてい

力で、マチゴトが１０人にプレゼントし

TEL：06-6346-8255

8 / 2 7（土）

おたなで夏祭／池田・サカエマチ商店街

ます。ＪＡ全農とくしまは「かんきつ類

14 時～ 19 時。商店街にたくさんの屋台が並び、関関カラーズの盆踊り、
スイカ割り、ザリガニ釣りなどのほか、頭の上に水を入れた洗面器を載
せて競う「カッパのケンケンパ」も開催する。いけだサンシー 072-7515591。

の中でも栄養価が高く、疲労回復効果が

抜群」とＰＲしています。
はがきにスダチと明記し、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

3 1（水）

毎日新聞ロー

カル（８／２５号）にお送りください。

９月５日消印まで有効。ＪＡ全農とくし

行きつけ農村☆『野菜の日』イベント／「行きつけ農村のあるくらし」豊中駅前店（豊中市本町１－７－５）
JA とくしまはスダチを「緑の宝玉」と表現

10 時半～ 12 時、14 時～ 16 時半。野菜クイズに参加して、親子で旬の野菜について楽しく、おいし
く学ぶイベント。販売体験も。参加費は親子で 500 円（子ども 2 人目からは 300 円）。行きつけ農村
のあるくらし 06-6854-3355。

9 / 3（土）

「三枝・円楽二人会」招待券

災害対応クロスロードゲーム／池田市民文化会館コンベンションルーム

マチゴトは第３回社会人落語日本一決

がきに、二人会と明記し、郵便番号、住

定戦（９月１７、１８日、池田市民文化

所、氏名、年齢、電話番号、職業と本紙

会館など）の大会統括を務める桂三枝さ

の感想を記入、〒５３０－８２５１大阪

13 時半～。災害時に直面する問題に自分なりの答えを出し、その理由を話し合うことで多様な価値
観を学ぶイベント。阪神大震災で実際に問題となった“災害対応のジレンマ”をカードゲーム化し
た、
「クロスロードゲーム」を行う。中学生対象。定員 35 人。参加費無料。池田青年会議所ホームペー
ジから申し込み用紙をダウンロードし、ファクスで送信。池田青年会議所 072-751-8536。http://
www.ikeda-jc.com/

んと審査員の三遊亭円楽さんが共演す

市北区梅田３－４－５

エコ・クラフト教室 プリザーブド・アレンジ／いけだエコミュージアム

る「三枝・円楽二人会」（９月１８日午

ル（８／２５日号）にお送り下さい。９

前１１時半から池田市民文化会館）の招

月８日消印有効。発表は招待券の発送を

待券をペア５組にプレゼントします。は

もって代えさせていただきます。

毎日新聞ローカ

能勢街道⑳ 池田市・絹延橋～川西市・鼓滝駅
今回は猪名川が見え隠れする街道歩き

だった。起点は能勢電鉄絹延橋駅。駅は

に建てられたものとわかる。多田院は川
西市の多田神社を指す。

10 時半～ 11 時半。使わなくなったお皿にプリザーブド・フラワーをアレンジして秋色のインテリア
を制作。参加費 1000 円。定員 20 人。予約制、先着順。持ち物は不要になった皿と持ち帰り用の袋。
いけだエコミュージアム 072-752-7711。

4（日）

第２回だぶるのらいぶ／豊中・岡町伝統芸能館
18 時半開演。箏、三味線、尺八のコンサート。伝統的な曲からモダンなものまで、正月に聴くもの
とはひと味違う和楽器の演奏を楽しめる。入場無料。岡町伝統芸能館 06-6850-1313。
復興支援バザー／とよなか国際交流センター（エトレ豊中６階）
10 時～ 16 時。東日本大震災の復興支援バザー。福島の物産販売や、被災地の方の声を聞く交流サロ
ン（14 時～）も開催。とよなか国際交流協会 06-6843-4343。

6（火）

兵庫県川西市にあるが、猪名川にかかる

国道を西側に渡ると古江浄水場があ

絹延橋を渡ると池田市になる。橋の中ほ

り、その敷地に「実績浸水深」と書かれ

お寺の公開講座「介護・福祉用具研究の第一人者が贈る人生へのエール」／池田市栄本町5-18、託明寺

どに張り出したスペースがあり、石のい

た表示板が立っていた。１９３８年７月

すが２つ据えられている。いすには帆掛

に集中豪雨があり、その時にどこまで水

14 時～ 16 時。高齢生活研究所長・排泄（はいせつ）介護の情報館むつき庵代表、浜田きよ子さんの
講演「老いを自分らしく生きる」と、浜田さんと末本弘然・正福寺住職の対談「老病死を見つめて」
。
無料。浄土真宗本願寺派豊島南組主催。託明寺 072-751-2834。

け舟のデザインがほどこされていた。こ

につかったかを示すもので、地面から１．

こで一服して、川の流れを楽しみなさい、

５メートルの高さだった。

ということだろう。

街道は古江の交差点で国道を右にそれ

7（水）

二胡ミニコンサート＆無料体験会／豊中・千里文化センター「コラボ」視聴覚室
14 時～ 15 時。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り。
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。

池田市に入ると、川の左岸沿いに自転

て、植木や盆栽の団地ゾーンに入って行

車・歩行者専用道がついている。街道は

く。集落の入り口に、「能勢街道」「札場

さらに東側で、国道１７３号とほぼ重な

橋」と刻まれた道標がある。明治時代の

ガムラン・ワークショップ 2011（初心者向け）」／豊中市名神口1-4-1、大阪音楽大学音楽博物館

る。この国道の歩道にも、自転車レーン

ものらしい。札場は法令などを張った場

が設けてあった。

所で、昔はそれにちなんだ橋があったに

10 時～ 15 時。インドネシア・バリ島の伝統音楽「ガムラン」のワークショップ。基本の演奏方法
から教わり、参加者全員で一曲アンサンブルを仕上げる。西洋音楽にはない独特の響きが楽しめる。
参加費 1 人 3,000 円、音楽博物館所蔵のガムランを使用。動きやすい服装で参加を。無料見学も実
施（申し込み不要）。9 月 15 日（木）には経験者向けのワークショップも開催。申し込みは http://
daion.ac.jp/museum/ の「催事スケジュール」から。

猪名川の支流、余野川にかかる古江橋

にやってくる。このあたりに道標がある

違いない。道標の横には、石仏を納めた
堂があった。

と資料に載っていた。盆栽と植木の店に

再び国道に出て北上する。道路が４段

入り、道標の場所を聞いてみた。最初は

の高さに分かれ、並行して通っている面

首をひねっていた女性が「以前、マラソ

白い光景を見た。山の斜面を切り開いて

ンで走った時に見たような気がする」と

道路を建設したためだろう。

思い出し、橋を渡り切った東側だと教え

られた。

左手に猪名川を見ながら歩くと、能勢

1 3（火）

中秋の名月・観月会／豊中・日本民家集落博物館
18 時～ 20 時。小雨決行。日本民家集落博物館の古民家で中秋の名月を眺めるイベント。とよなか雅
楽倶楽部による雅楽と舞も楽しめる。参加費大人 1000 円、
高校生以下 500 円。完全予約制、
定員 150 人。
申し込み期間 9 月 1 日～ 10 日。日本民家集落博物館 06-6862-3137。
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。

電鉄が猪名川橋梁（きょうりょう）を走

その場所に道標はあった。
「南無妙法

る光景に出くわした。川の風情も良く、

蓮華経」と彫ってあり、その下に「右妙

写真になる。
「兵庫県」の標識を見た。

見山」
「左多田院」と刻んである。
「安永

ついに府県境を越えた。能勢電鉄鼓滝（つ

三」の文字もはっきり残り、１７７４年

づみがたき）駅はすぐだった。（梶川伸）

猪名川橋梁を渡る能勢電鉄

8（木）

とよなか大図鑑写真募集中
マチゴトは、この秋から新しく地域コ
ミュニケーションサイト「いつ・もの・

サイト（http://machigoto.jp）をご覧
ください。締切は９月１０日（土）
。

こと」を開設します。地域のみなさんが
情報交換したり、発表できる場として開
放します。この開設に合わせ、豊中市を
中心とした地元の写真を募集していま
す。「とよなからしい」写真をご応募く
ださい。応募いただいた作品は、マチゴ
ト編集部が審査を行い、入選作品には副
賞として５０００円分の商品券を進呈し
ます。応募方法、宛先などコンテストの
詳細については、マチゴトの公式ウェブ

おしゃれなデザイ
ンのかつら通り
（豊中市清風荘）

