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疑問を聞く②中核市とは？
保健や福祉の事務が簡潔に

豊
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中市が中核市になると聞いたの
ですが、住所が変わるのはいつ

からですか？
豊中市・中核市推進チーム長の志水
巧さんの元に電話がかかってきた。電
話の主は、豊中市が中核市という名前
に変わるのだと誤解したらしい。
豊中市は２０１２年４月１日から中
核市に移行する。だが４月以降も名前
は豊中市のままなので、住所を書き変
える必要はない。
中核市とは、日本の大都市制度の１
つで、人口３０万人以上の都市が指
定対象になる（豊中市は約３９万人）
。
自治体は人口規模によって４つの区分
（普通の市町村、特例市、中核市、政
令指定都市）に分けられ、段階に応じ
て都道府県が持つ事務権限が移譲され
る。大阪府内では、高槻市や東大阪市
がすでに中核市に指定されている。

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

中核市には政令指定都市に準じた範
囲の権限が移譲される。保健衛生や福
祉に関するものが多い。例えば、これ
まで大阪府が審査し交付していた身体
障害者手帳が４月以降はすべて豊中市
で扱われるなど、行政サービスがより
身近で簡潔になることが期待できる。
現在大阪府が管理している豊中保健
所（桜塚４）の設置と運営についても、
豊中市に移譲される。ただ、場所も建
物もこれまでと変わらず、保健所の仕
事も当面は従来通り。市民にとっては
変化を実感しにくいところだが、志水
さんによると「新型インフルエンザの
ような強力な感染症が広まるなどした
場合、大阪府を通さずに直接国から情
報を得られ、迅速な対応ができるのは
非常に大きい」のだそうだ。ただ、変

豊中市役所第 2 庁
舎の玄関に立てられ
たのぼりを見る親子

化を実感するのが、こんな案件であっ
てほしくはないが。

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
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お問合わせ先

本を仲立ちに育児を応援 天瀬さんの文庫

TEL：06-6346-8255
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歌手・麻衣夢さん「豊中に帰ると安心する」

豊中市永楽荘の住宅街に、自宅を開放

興味を持ち始めた子など、それぞれの個

豊中市出身のシンガー・ソングライ

毎週木曜午後１０時～１１時「麻衣夢の

した子ども文庫「Ｋｅｉおばさんの本の

性に合わせて絵本を選ぶ。母親からの読

ター、麻衣夢（まいむ）さんは、身長

Natural wind」
、すまいるエフエム・毎

部屋」がある。６畳ほどの部屋に絵本、

書相談にも応じる。子どもより母親が多

１４７センチの小柄な体から、元気いっ

週水曜午後８時～８時半「麻衣夢のキラ

小説、漫画など１０００冊以上が並べら

く集まることもあり、そんな時、文庫は

ぱいの歌声を届ける。今は東京を中心に

キラ輝きたい」）はインターネット放送

れ、子どもだけでなく、育児中の若い母

育児サロンになる。若い母親にはベテラ

活躍する麻衣夢さんに、豊中への思いや

で豊中でも聞くことができる。

親にとっても憩いの場所となっている。

ンお母さんのアドバイスがあり、天瀬さ

今後の活動について話を聞いた。

「Ｋｅｉおばさん」こと天瀬恵子さん

んも自分の育児経験を語る。

「子どものころに童謡や唱歌を習い始

は、１５歳から２１歳の２男１女を持つ

文庫活動のほかにも幼稚園や小学校で

めて、豊中のコーラスグループのメン

専業主婦。高校生の時に安野光雅の絵本

定期的に読み聞かせの会を開き、４か月

バーとしてアクア文化ホールでも歌いま

に出会い、優しい色彩や精密なデッサン

健診や育児サークルにも出かけていく。

した」。その後、大阪音楽大学では声楽・

に感動して以来、絵本に親しんできた。

「子どもには好きな絵本をいっぱい読ん

であげよう」と夢見ていたが、最初の育

児で挫折感を味わうことになった。長男

は絵本に全く興味を示さず、楽しいはず

「本を仲立ちにしながら、若いお母さ

ミュージカルを学び、学生時代にオー

んの子育てを応援したい。実家に立ち寄

ディションに通って、東京で音楽活動の

るような感覚で文庫に来てほしい」

チャンスを得た。自分の歌の特徴を「ス

みんなの居場所になることが天瀬さん
の願いだ。

（早川方子）

の絵本の時間が苦痛になった。

（礒野健一）

たいな小さい女の子が東京に出て頑張っ
てるでーというところを見て、元気に

落ち込んでいた時、近所の家庭文庫を

なってくれたらうれしい」と話す。
大学卒業までを過ごした豊中は、
「帰っ

本を何冊か選んでもらうと、不思議なこ

てきたら近所の人もみんな家族みたい

とに長男はすぐに興味を示し、親子で絵

で、安心する」という。子どものころか

本を楽しめるようになった。

らの思い出が詰まった岡町駅前の原田神

「私の方が長男を受け入れていなかっ

社へは、帰る度にお参りを欠かさない。

た。
自分の思いばかりを押しつけていた」

「そこで歌わせてもらったこともありま

４年前から月２回、自宅を開放して文

す。商店街の夏祭りも行きましたね」

子、ファンタジーには夢中な子、数字に

いっぱいの笑顔を見せた。

トレートに伝わる歌詞」と挙げ、「私み

訪れた。ゆっくり話を聞いてもらい、絵

念願の文庫を開いている。恐竜が好きな

「もっともっと頑張って、大阪で仕事
をする機会を増やしたいです」と、元気

お気に入りの絵本に囲まれた天瀬さん

音楽活動だけにとどまらず、舞台出
演も決まっている。また、パーソナリ
ティーを務めるラジオ番組（ＦＭやまと・

2012 年発売予定の V シネマ
「ひらめと四葉のクロー
バー」で主題歌と挿入歌も担当する麻衣夢さん

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜５＞山田幸作さん
阪急池田駅前広場に、山田幸作さんが
１９８９年に作った「待ちわび石」があ

作品を制作。こちらは兵庫県たつの市立
新宮公民館にある。

（進藤郁美）

る。市が１０年計画で進めた「石の道・
いけだ彫刻シンポジウム」の初年度に作
られた作品の１つ。
高さ２メートル４５センチ、幅１メー
トル６５センチ、奥行き７０センチの大
きな石は、真ん中が長方形にくり抜かれ
ている。山田さんは「１つの空間から人
と人とのであいを」とコメントしている。

池田駅前広場にあ
る山田幸作さん
の「 待 ち わ び 石 」
（1989 年）

山田さんは１９８６年に播磨新宮石彫
シンポジウムで「太古のロマン」という

身近な生き物たち⑤ 待兼山の植物

育児サークルへ出かけていくことも。サルの人形を使って皿回しを始めると、子どもたちも大喜び＝豊中市立
野畑図書館で。子ども文庫への問い合わせは、豊中子ども文庫連絡会（岡町図書館内 06 － 6843 － 4553）

看護師が働きやすい環境 上田病院・宇良部長

大阪大学豊中キャンパスの北西部にあ

アレチヌスビトハギ、マルバヌスビトハ

る待兼山は、住宅地のそばにある。それ

ギもピンクのかれんな花を見せるが、こ

でいながら、１０００種類以上の昆虫が

ちらは草むらに入ると果実が衣服にくっ

確認され、豊かな自然を残している。そ

つくので、
注意しよう。

れは同時に、さまざまな植物が自生して
いることも意味している。

豊中市庄内幸町４、医療法人善正会上

【医療法人善正会上田病院】豊中市庄

田病院の看護部長、宇良充子さんは開口

内幸町４－２８－１２▽電話０６－

しかし、待兼山を含む豊中キャンパス

一番、
「看護師にとって、働きやすい職

６ ３ ３ ４ － ０ ８ ３ １ ▽ http://www.

で観察できる草花を網羅した「キャンパ

場環境が整っている」
とにこやかだった。

z-uedahp.com/ ▽看護師を募集している

スに咲く花

阪大豊中編」を編集した大

勤めて１８年、「看護師がいるから病院

阪大学出版会の栗原佐智子さんによる

が成り立っている」という上田正規理事

と、「その多様性は徐々に失われつつあ

長の考え方が、根底にあるのだという。

る」という。昔の待兼山は里山として整

宇良さんは看護師５０人、看護助手

備されていたが、今は年に１度、大学が

２０人を束ねている。
「４０～５０代の

業者に委託して草刈りをするだけにとど

ベテラン看護師が中心。大阪のおばちゃ

まっている。
「放っておけ

んパワーで頑張っています」と笑う。自

ば多様性に富んだ山になる

らも毎日、外来や手術室に入り、患者や

というわけではない。ある

家族とのコミュニケーションを大事にす

程度整備をしないと、ササ

る。
「顔を見知った看護師がいるだけで

が生えすぎて低いところに

も、患者さんの安心感は違う」
。また見

日光が届かず、下草が消え

せた笑顔には、包み込むような温かみが

るなどの影響が出る。今年

あった。

見られた花が来年はないと
これからの季節によく見

気な看護師が増えると、思い描く理想に

られる花としては、秋の七

（進藤郁美）

「キャンパスに咲く花
智子さん

阪大豊中編」を持つ栗原佐

いう状況も少なくない」

「今よりもっと患者さんに寄り添った

ケアをしたい」と宇良さん。
「明るく元

近づく」とつけ加えた。

（礒野健一）

「4 月に院内託児所を設け、さらに働きやすくなった。
アットホームな雰囲気が病院の特徴」と宇良さん

草に数えられるヤマハギが
挙げられる。同じマメ科の

待兼山で見られるヤマハギ。秋の七草の 1 つで、万葉集で最も多く詠
まれた花でもある

お問合わせ先

子育てサークル⑮ ソーセージ クラブ
双子や三つ子をもつ親たちのサークル

「ソーセージ

TEL：06-6346-8255
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児童劇団「キッズｋｏｃｈｏ」 １９日に初公演

取材日、妻に付き添っていた会社員の

阪急蛍池駅前のルシオーレホールで９

技力に驚き、子ども中心の劇団を思いつ

クラブ」は、連帯と親睦

八木宏昌さんは「双子が生まれて３カ月

月１９日、子どもたちを中心とした劇団

いた。演目はｋｏｃｈｏの代表作品「月

をはかりながら多胎児の育児環境を向上

で６キロやせた」と笑いながらも、「子

「キッズｋｏｃｈｏ」の旗揚げ公演「お

の雫
（しずく）
」
を子ども用にリメークし、

させる目的で、毎月第４月曜日に豊中市

ども連れを見かけたら声をかけて手伝う

月さまをさがして」が幕を開ける。大人

幅広い年齢層が楽しめるコミカルなファ

の子育て支援センターほっぺ（岡上の町

ような、子育てに優しい社会になってほ

顔負けの演技力と子どもらしい愛らしさ

ンタジーに仕上げた。キッズｋｏｃｈｏ

２）か千里公民館（新千里東町１）で、

しい」と話していた。

で初公演に挑む。

は公演ごとに出演者を募集し、公演が終

（早川方子）

集まる会を開いている。

キッズｋｏｃｈｏの発起人は、関西で

わると解散する方式をとっており、今回

多胎児を持つと、妊娠中から母体の管

活動している劇団「ｋｏｃｈｏ」の代表

のメンバーも公演終了後に解散となる。

理により気をつけねばならず、育児も手

者で、豊中市在住の桜さがみさん。舞台

主役の姉妹を演じる前田明都
（みんと）

がかかることから、お母さんは家にこも

のけいこ中、団員の子どもたちが遊びで

さん（蛍池小４年）と竹味茉央（まお）

りがちになる。

芝居をしていたのを見て、その達者な演

さん（刀根山小４年）は「後ろの席のお

サークルの世話係で、小学３年生の男

客さんに届くほど大きな声で、その上で

女の双子をもつ平尾純子さんは「子ども

気持ちを込めるが難しい」と話しながら

がある程度大きくなったら、子どもだけ

も「本番が楽しみ」と笑顔を見せた。

で遊んでくれるから双子の方がかえって

午後３時開演。大人１０００円、小中

楽。
大変なのは最初だけだから、
がんばっ

学生５００円、幼児無料。 （早川方子）

て」とエールを送る。

第 4 月曜日、10 時半～ 12 時。問い合わせは豊中
市社会福祉協議会へ

演技指導をする桜
さん（右）

豊中・十一中吹奏楽部が「吹奏楽の甲子園」へ
８月に行われた第６１回関西吹奏楽コ

ンクールで金賞を受賞し、１０月２２日

ばれた。
昨年は全国大会は初出場ながら、
銀賞を受賞している。

に東京都杉並区の普門館で開かれる第

部長の岩井麗さん（３年）は「全国大

５９回全日本吹奏楽コンクールへの出場

会では緊張せずに楽しく演奏したい」と

を決めた豊中市立第十一中学校の吹奏楽

話していた。＝情報提供・豊中市

部の部員３人が９月２日、豊中市役所を

（早川方子）

劇中には歌も多い。大きな声で熱唱す
る子どもたち

訪れ、浅利敬一郎・豊中市長に出場を報

告した。

わが家の宝もの

第十一中学校の全日本吹奏楽コンクー

ル出場は２年連続２回目。関西吹奏楽コ

「わらうなよ！」
（５歳）

ンクールの予選を兼ねた大阪府吹奏楽コ

そろいのブ

ンクールで２００８年から４年連続で金

ルーのＴシャ

賞を受賞しており、今年８月２４日に尼

ツを着た男の

崎市総合文化センターで開かれた関西吹

子と女の子の

あきら「わー

奏楽コンクールでは、金賞を受賞した

かわいい双子

かずま「わらうなよ！」

１１校の中から、
「吹奏楽の甲子園」と

ち ゃ ん で す。

たろう
「そうや

あおい君（右）

が）死んでるのに

も呼ばれる全国大会への出場校３校に選

浅利市長に全国大会出場の喜びを伝えた部員たち

絵本『ひろしまのピカ』を読んでいる
時

とひなたちゃん。

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編⑩

【おつきさま

こんばんは】

とても豊かな表情で、この上なく可愛い

中秋の名月も間近です。月って本当に

お月さまでした。
（絵本を楽しむ会・Ｍ）

おっぱいやぁー」
こんなにいっぱい
（人
わらうなよ！」

かずま「わらう話とちがうやろ」

泣くのも笑うのも、何かを見つけて突

まこと「まことも

泣きそうになるわ」

進するのも一緒な２人。周囲を和ませる
天使のような存在です。

（豊中市・子どものつぶやき展より）

不思議な世界を感じさせてくれ、見てい

わが家の宝もの

ると、表情があるように思えます。この

作品はお月さまの表情がかわいい１冊で

台風のふしぎを体験

す。私がボランティア活動をしている絵

電話のおもちゃ

子どもたちに台風のメカニズムを学ん

本館にやってきた２歳の女の子は、まだ

に夢中のこうき

でもらうと、池田市綾羽２の五月山児童

絵本に興味のない様子。でも、私はこの

君。名前を読んで

文化センターが市内の小学３年生以上を

作品のページだけを繰って見てもらいま

も、別のおもちゃ

対象に９月２５日午後１時半から３時

した。しばらくすると、周りの人が笑顔

を目の前にかざし

半、
「たのしいお天気講座～台風のふし

に。女の子の顔を見ると、この作品のお

ても、こうき君の

ぎ」を開く。日本気象予報士会関西支部

電話に対する集中

が台風の発生と構造を分かりやすく説明

力が途切れること

し、圧力実験を通して台風を体感する内

はありません。

容となっている。定員は２０人。先着順。

月さまの表情をまねていました。
とても、

「おつきさま

こんばんは」作：林明子（福音館書店）

豊中市長とクッキング

なにがそんなに夢中にさせるんでしょ
うね。将来は優秀なエンジニアさんにな

とよなか消費者協会が８月２５日、生

申し込み、問い合わせは五月山児童文化
センター０７２－７５２－６３０１。

（進藤郁美）

るのかな？

活情報センターくらしかん（豊中市北桜

塚２）で「市長と親子でクッキング」を

子どもの一時預かりに、ふくまる子ども券

開催した。料理が趣味という浅利敬一郎・

豊中市長を講師に迎え、夏休みに親子で

コミュニケーションを取りながら食の大

池田市は、保育所に通っていない子ど

りで、
買い物や通院、
育児からのリフレッ

切さを学んでもらおうと、親子２６人が

もがいる家庭を対象に、子どもの一時預

シュなど一時預かり施設を利用したい時

野菜たっぷりの焼きそばに挑戦した。
「自

かりに使えるクーポン券「ふくまる子ど

に使える。市の子育て支援の一環。１０

己流ですが」と前置きしながらも、野菜

も券」を無料で配布する。対象となるの

月３日から市の子育て支援課で申し込み

の切り方や炒めるタイミングを的確に指

は市内在住で、２００８年４月２日～

を受け付ける。問い合わせは同課０７２

示する浅利市長を見て参加者からは、
「市

２０１０年１１月１日生まれの子どもが

－７５４－６５２５。

長が料理上手で本当にびっくり」と驚き

いる世帯。子ども券は５００円２０枚綴

（進藤郁美）

の声があがっていた。
須本七夕美さん（１０）は「市長さん

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！

に包丁の使い方を褒められてうれしかっ

た」と笑顔で話していた。
＝情報提供・豊中市（早川方子）

参加者とともに野菜を切る浅利市長

毎号10.8万世帯にお届けできます。

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
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お問合わせ先

能勢街道をゆく(21) 川西市・鼓滝駅～山下駅
能勢電鉄の鼓滝（つづみがたき）駅を

多田神社は、多田院という寺だったが、

TEL：06-6346-8255

4

「読者とゆく能勢街道」第１回 参加者を募集
マチゴトは読者のみなさんと一緒に、

収します

スタートした。駅の名前からして、近く

明治初めの廃仏毀釈で神社になった。街

旧能勢街道を歩くイベント「読者とゆく

【申し込み方法】はがきに「能勢街道」

に滝があるはずだ。改札口で数人の乗客

道で見てきた道標の「多田院」という表

能勢街道」の１回目を、１０月１日に開

を明記し、住所、氏名、男女の別、生年

に話しかけてみた。すると、猪名川に小

記の理由がわかった。後で訪ねる多太神

くことになり、参加者を募集します。

月日、電話番号を書いて、〒５３０－

さな堰（せき）のような場所があって、

社は以前「ただじんじゃ」と言ったが、

マチゴト豊中・池田に連載している
「能

水が「トントン」と音をたてて流れ落ち

多田神社との兼ね合いで、「たぶとじん

勢街道をゆく」は大阪市・中津を出発し、

日新聞ローカルへ。または電話（０６－

ていたので、
「太閤さん（豊臣秀吉）が

じゃ」と呼ぶことになったそうだ。

豊中を通り、池田を過ぎ、兵庫県川西市

６３４６－８２５５）で

名づけた」という。ただし、当時の猪名

川は、別の場所を流れていたそうだ。
国道１７３号に出ると、鼓滝の歌碑が

神社は勝負の神様として知られてい

に入りました。連載は今号で終了しまし

る。
「阪急ブレーブスは毎年、祈願に訪

た。この機会に、能勢街道を歩き、街歩

れていた」という。横綱の貴乃花や曙も

きも楽しむ企画を立てました。

あった。
「音にきく鼓が瀧（たき）をう

土俵入りを奉納し、記念植樹をしている。

ちみれバ川邊（かわべ）ニさくやしら百

多太神社も訪ねてみた。境内には道標

合（ゆり）の花」とあり、
「西行」と彫

があり、
「右○○みち」と彫られていたが、

られている。西行は平安時代の歌人。秀

肝心の○○の文字が読めなかった。

吉よりもずっと以前の人なので、
「太閤

雨天決行です。当日の模様は後日、新
聞とウェブに掲載するため、写真と動画
の撮影もしますので、ご了承ください。
【日時】１０月１日（土）午前９時半、

能勢電鉄本社前を過ぎると、右手に「三

阪急中津駅の改札口を出

が名づけた」というのはおかしいのだが、

ツ矢サイダー」と書かれた塔が立ってい

て、すぐの階段を下りた高

それも愛敬。１７３号を横断して、猪名

た。三ツ矢サイダーはここで生まれた。

川を眺める。瀬がサワサワという音を響

一庫（ひとくら）ダムまで３．５キロ

【ルート】大阪市北区中津

かせているが、堰のような場所はない。

の標識を見た。街道はさらに京都方面に

―十三大橋―十三周辺―三

トントンという音も聞こえなかった。

向かうが、近くの川西市郷土館を終点と

８２５１大阪市北区梅田３－４－５

毎

【定員】３０人で先着順（定員を超えた
場合、お断りの連絡をします）
【注意事項】雨天決行。歩きやすい靴を
着用。水かお茶を持参。集合前にトイレ
に行っておいてください

【当日の緊急連絡用電話】０８０－
２４５７－３６２５（梶川）

架下

国商店街―阪急三国駅

川西市内の能勢街道のルートは判然と

した。郷土館は銅の精錬をしていた旧平

しない。１７３号がおおむね合致すると

安（ひらやす）邸を使った施設。精錬所

推測して、北上する。途中、多田神社に

跡や、大正時代の洋風建築の旧平賀邸な

寄った。源満仲をまつり、清和源氏発祥

どをゆっくりと見た。能勢街道のルート

の地として史跡に指定されている。齊木

を聞いたが、ここでもはっきりしたこと

【参加費】資料代、レクリ

竜也・権禰宜（ごんねぎ）に話を聞いた。

は分からなかった。（梶川伸）＝おわり

エーション保険料などを含

【距離と所要時間】約６キ
ロ、２時間半前後
【案内人】
「能勢街道をゆく」
執筆の梶川伸

め５００円、集合場所で徴

能勢街道の出発点、萩之橋跡の石碑

豊中市消防音楽隊に被災地の児童が感想文集
東日本大震災の被災地で演奏活動をし

感想文には、「力ある演奏で、すごく

た豊中市消防音楽隊に９月２日、岩手県

元気がでました」「たくさんの楽器を見

陸前高田市立横田小学校からお礼の感想

たり聞いたりするのは初めてだったので

文集が届いた。

とてもいい思い出になりました」
「
『マル

音楽隊の３０人が音楽活動を通して被

マルモリモリ』の曲でおどって、みんな

災者を激励しようと、８月２０日から

で楽しむことができました」などと書か

２４日まで、岩手県の４つの小、中学校

れていた。

を訪ねて演奏し、ブラスバンド部とも合

感想文と、豊中市消防音楽隊の活動の

同で演奏した。このうち、２２日の消防

模様の写真などが、豊中市消防本部（岡

音楽隊の演奏を聴いた横田小学校の児童

上の町１）１階ロビーで、９月１６日ま

たちから、感想文が豊中市消防本部に届

で展示されている。＝情報提供・豊中市

いた。

（梶川伸）

豊中市、池田市の皆様に伝える

マチの伝言板

清和源氏発祥の地として史跡に指定されている多田神社

誰でも参加できる情報コーナー

エコリング豊中店 捨てる前に１度持ち込んで
今、世界的に金相場が高騰している。

エコリングは貴金属やブランド商品以

ブランド買い取り専門店・エコリング豊

外も幅広く買い取るのが特徴だ。中古家

中店の福島啓太店長は「相場は１０年前

電やノーブランドの服やバッグ、汚れが

の約３倍。たんすや押し入れの奥にし

激しい商品など、なかなか引き取っても

まっている物が、意外な価値を持ってい

らえないようなものでも査定し、買い

ることもある」と話す。

取っていく。
「まずは気軽に店へ来ても

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。

豊中商工会議所 農業ビジネス講習
9/20、27、10/4 の 3 日間 農家とのコ
ラボでお客様をトリコに。会員 3000 円
/ 一般 6000 円 ☎ 06-6845-8004

らえれば。忙しい方は出張買い取りもご
利用下さい」
（礒野健一）
【エコリング豊中店】豊中市本町７－１
－３３▽０１２０－８９２－８５０▽
１１時～２０時▽第２水曜定休
高騰が続く金は
今 が 売 り 時。 店
の HP は http://
www.k-ecoringno1.jp

丁寧で正確な査定をする豊中店の福島
啓太店長

鯖寿司専門店 庄内駅東口すぐ
『とろ鯖棒寿司』が人気の鯖寿司専門店
「鯖や」が阪急庄内駅東口すぐにオープ
ン ! 庄内東町 1-10-1 ☎ 06-6335-5282

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

折り込み広告募集中！
！

上田病院 看護士募集！
院内託児所がある働きやすいアットホー
ムな職場です。応募・お問合せは看護部
長 宇良充子宛 ☎ 06-6334-0831

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

東日本大震災から半年、被災後の様子と今

TEL：06-6346-8255
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８３．
７ＭＨｚ ＦＭ千里の声⑩ 真奈尚子さん

東日本大震災発生から間もなく半年を

きは３～４階のビルの高さまで積みあが

◆「広瀬奈美のごきげんフライデー」内

野健一）＝コミュニティＦＭ千里木曜日

迎える。着実に復旧復興の歩みを進めて

り、テレビでは伝わらないものすごい臭

「真奈尚子のあなたに逢いたくて」（金曜

午前１１時からの番組で、
マチゴト豊中・

いるが、今も被災地は厳しい状況下に置

い」だったと話す。

日１２時１５分～）担当

かれている。豊中市、池田市でも市をは

ビストロ疋田の疋田恒朗さん、池田青

奈良県天川村に生まれ、もの心がつく

じめ、団体や個人が支援を続けている。

年会議所理事長の名村研二郎さんらがマ

ころからは大阪府茨木市で育った。子役

６月に支援物資を届けた北摂こども文

チゴトに現状を報告、写真を提供してく

でドラマ出演をするなど、芸能界とはゆ

れた。

かりがあったが、母の店でジャズやシャ

化協会理事長の立石美佐子さんは「がれ

（進藤郁美）

池田の記事を紹介する「まるごと・マチ
ゴト」も放送

ンソンの生演奏を聴いたことで、歌手を

宮城県石巻市（６月）

宮城県石巻市（６月）

目指すことになったという。
プロでやっていけると思ったのはデ
ビュー８年目。昭和を代表する作曲家、

石巻市立湊小学

倒壊した家

校正門。撮影した

や道路にがれ

吉田正さんの作曲家生活５０周年記念

北摂こども文化協

きが山積する

パーティーで、代表作「誰よりも君を愛

会の立石理事長は

石巻市。津波

す」を歌ったことと話す。「本番は吉永

「避難場所の湊小

で流された車

小百合さんの後で、２人で緊張し合って

学校は、自衛隊や

が突っ込んだ

ましたが、いざマイクを持つと不思議と

多くのボランティ

ままの家も

落ち着き、とても気持ち良く歌えました」

アがヘドロの掻

あった。
「地震発生当初は四方に遺体が

この時、「この歌は真奈尚子しかいな

き出し作業中だっ

あったと聞き、驚がくした」と、北摂こ

い」と吉田さんが強く推したという話は、

た」と言い、そこで生活する子どもたち

ども文化協会の立石理事長は話した。

吉田さんの通夜の席で関係者から初めて

（進藤郁美）

に束の間でも癒しの時間があればと、話

している。

歌をがんばって歌い継いでいきます」
（礒

（進藤郁美）

疋田さんが報告 「ケーキで被災者も自分も涙」
豊中市本町４の「ビストロ疋田」の疋

石巻港の近くでは死んだ魚のにおいが

田恒朗さんが８月１６日～１８日、東日

立ち込め、市内に緑がなくなっている現

本大震災の被災地、宮城県石巻市へチー

状を見た疋田さんは、ハーブの色と香り

ズケーキを届けた。

で心のケアをしたいと、ビストロ疋田で

震災直後、店に置いた募金箱に集まっ

た基金で、チーズケーキ４０００人分を

「被災地にハーブを植えましょう！」募
金をスタートさせた。

（進藤郁美）

用意し、１６時間かけて現地へ運んだ。

凸凹の道を通って石巻市立湊小学校や中

央公民館など計１２カ所の避難所を回

り、用意したチーズケーキを１人ひとり

に手渡した。疋田さんは「避難所で生活

している人の多さに驚いた。みなさん、

疲れていらっしゃるのか、甘いものがす

ごく喜ばれました。チーズケーキを渡す

と、涙を流す方が多かった。自分も感動

して涙が出た。思い出せば、また涙が出

る」と話す。

宮城県南三陸町（７月）

被災者の一人ひとりにチーズケーキを手渡す疋田さ
ん

宮城県気仙沼市（８月）

池田市の吉

池田青年会

田晴美さんが

議所の名村理

復興支援のた

事 長 は、
「池

めに作る「コ

田ふれあいの

コロンふく

湯」開設のた

ろ」を南三陸

め気仙沼市を

町に届けた森

訪 れ た。
「今

嶋孝夫さん（尼崎市立身体障害者福祉セ

も道路以外はがれきが残り、津波で流さ

ンター職員）
。町の復興はまだ先だが、

れた船が残っていた。魚の腐った臭いと

袋を受け取った女性は「かわいい！」と

ハエの多さなど、実際に行ってみないと

笑顔を見せた。

わからないことは多いと感じた」
（礒野健一）

（礒野健一）

岩手県大槌町（８月）

岩手県大槌町（８月）

豊中市社会

豊中市社会

福祉協議会の

福祉協議会は

メ ン バ ー が、

８月２６日午

８月２６日午

前１０時過

前１０時過ぎ

ぎ、大槌町の

に撮影した大

仮設町役場そ

槌町の仮設町

ばの高台から

役場の前の風景。

被災地を撮影した。

がれきは取り除かれたものの、今はな

き建物の跡が、津波のすさまじい破壊力

を物語っている。
（早川方子）

聞かされた。
「これからも、吉田先生の

震災当日、津波は写真右の海から押し
寄せ、写真左端まで襲ってきたという。
（早川方子）

「千里中央は初恋の人とのデートの場所」と笑う、
その親しみやすいトークも魅力の 1 つ
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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⑧ 土石流対策に力を入れる池田土木事務所
９月２日から４日にかけて近畿地方を

があり、土砂災害の警戒や避難活動に役

９月１日には能勢町山辺の元の国道

倒木の除去などを訓練した。池田土木の

襲った台風１２号で、大阪府池田土木事

立てている。
危険渓流のない豊中市でも、

１７３号を使った合同防災訓練が行われ

芝池利尚所長は「官民一体となって訓練

務所は緊急時に備えて２４時間の警戒態

千里川の春日橋に河川テレメータが設置

た。全国ロードサービス協会など民間団

をすれば、緊急時に迅速な復旧作業が可

勢を取った。池田土木は豊中市と池田市、

され、水位のデータを送信している。

体も参加し、横転したトラックの移動や、

能になる」と力を込めた。 （礒野健一）

箕面市、能勢町、豊能町の道路や河川の

整備、維持管理をする。幸い管内では、

１２号による土砂崩れや河川の決壊など

大きな被害はなかったが、それは力を入

れている砂防事業によるところもある。
砂防事業は、土石流の発生が予測され

る谷間に土砂を止めるダム
「砂防えん堤」

を築く事業が中心。下流の街を直接的に

守るタイプと、下流の川に土石流が流れ

込むことで川底が上がり、河川の決壊を

能勢町山辺にある山辺砂防え
ん堤

誘発することを防ぐタイプがあるが、現

在は前者のえん堤の築造が多いという。

管内には３０４カ所の土石流危険渓流が

あり、１０７カ所に砂防えん堤が設置さ

れている。池田市には五月山周辺に３５

カ所の危険渓流があり、えん堤の設置は

9 月 1 日に能勢町山辺で行われた防災訓練では、横転し
たトラックや倒木にぶつかった車両からの人命救助、お
よび車両のレッカー移動訓練も行われた

２１カ所。豊中市には危険渓流がない。
また、管内には２７カ所の雨量観測局

豊中市長が長寿祝う ９９歳泉澤さんらを訪問

編集長のズボラ料理⑱マーボー豆腐詰めピーマン
父は転勤族で、よく引っ越しをした。

館が建設された当時のことや、台風１２

ことがあった。そのころの僕は野菜が好

敬老の日を前に浅利敬一郎・豊中市長

僕も幼稚園２つ、小学校４つ、中学校は

きではなく、特にピーマンは天敵だと信

らが９月５日、曽根南町２の介護老人保

号の被害状況のことなどを語り合った。

２つ経験している。

じていた。ところが、ピーマン料理はし

健施設「東雄苑」に入所している泉澤チ

また、市長の趣味でもある囲碁の話をし

ばしば出た。最初のうちは、奥さんの目

ヨヱさん（９９歳）と、ダイヤモンド婚

た一三さんは「新聞の詰め碁を解き、初

また父に辞令が出て、大阪に行くことに

を盗んでピーマンを紙に包み、自分の部

を迎えた曽根東町の田中一三さん（８７

段に認定された」とうれしそうに話す場

なった。さすがに僕も決断をして、名古

屋のごみ箱に捨てていた。

歳）と照子さん（８３歳）夫妻に記念品

面もあった。市長は「１００歳になられ

を渡し、長寿を祝った。

た際にまたお伺いできるよう、これから

高校は名古屋だった。２年生の時に、

屋に残った。父の親しい人の家に下宿し

やがて空腹には勝てず、ピーマンとの

たのだ。食事は奥さんが作ってくれた。

関係は改善され、仲良くなり、天敵どこ

同じように１人住まいの同級生がい

今年１１月に１００歳を迎える泉澤さ

ろか空腹の強い味方に変身していった。

んは、市長の訪問を楽しみにしていたと

て、仲良くなった。いくら食べてもお腹

僕にとって下宿の最大の効果は、食べ物

いう。元気な笑顔で出迎え

がすくころ。では、どうするか。授業が

の好き嫌いをなくしてくれたことだ。

た泉澤さんに、市長が「お

終わると、２人で校内を歩き回り、空の

先日、同僚と大阪駅前第１ビルの「福

牛乳瓶を探す。それを購買部に持ってい

寿」という居酒屋に行った。シャーベッ

れ、おめでとうございます」

くと、１本５円で引き取ってくれた。

ト状の凍結酒を置いているからだ。メ

と声を掛けると、
「歌が好

ニューにマーボーピーマンなるものが

きで、毎日カラオケを楽し

行った。そこで１番安いお好み焼きを注

あったので、
注文した。出てきたものは、

んでいます。こんなに大勢

文し、店にある中日スポーツのプロ野球

イメージしたものとは少し違っていた。

の人に祝ってもらえてうれ

記事を読みながら時間を過ごした。

以下は、その料理だが、作り方を聞いた

しい」とにこやかだった。

手に入れたお金で、お好み焼き屋に

夕食は午後５時４５分からにしても

わけでもないので、ズボラ我流である。

その後、ダイヤモンド婚

大き目のピーマンを縦２つに切ってお

を迎えた田中一三さん、照

ビのある居間での食事は、毎日の楽しみ

く。マーボー豆腐のもとを使い、さいの

子さん夫妻を訪問した市長

だった。好きな番組が「ひょっこりひょ

目切りにした豆腐と、ひき肉、ネギを入

は、１９８４年に中央公民

うたん島」で、５時４５分からの放映だっ

れて炒め、とろみをつける。これをざる

た。
人形劇だが、
高校生が見ても面白かっ

に入れて、水分と油分を落とし、生のま

た。と思っているのは僕だけか。

まのピーマンに詰めて食べる。ピーマン

ピーマンの生のシャキシャキ感が新鮮

との関係はいまだに良好。

（梶川伸）

＝情報提供・豊中市

（進藤郁美）

元気に１００歳を迎えら

らった。僕の部屋にテレビはなく、テレ

楽しい夕食だったが、１つだけ困った

もお元気でお過ごしください」
と伝えた。

今年 100 歳になる泉澤チヨヱさんを祝う浅利市長

１０１歳今野さんらを池田市長が長寿祝う訪問
敬老月間の初日の９月１日、倉田薫・

です。どうもありがとうございます」と

池田市長らが東山町の特別養護老人ホー

答えていた。今も２人で散歩に出かける

ム「ポプラ」など７施設と高齢者宅を訪

という今野さんの次男、秀二さんは「元

問し、長寿を祝った。

気の秘けつは家の外を歩くことと勢いよ

ポプラで祝金や記念品を手渡した市長

く大きな声で話すこと。散歩の姿を見る

は「元気で過ごされていることと思いま

と地域の方が声を掛けてくれ、帰ってく

す。夏祭りは楽しかったですね。これか

るといきいきしています。皆さんが応援

らもいろいろな行事に参加できるよう皆

してくれ、
とても心強い」と話していた。

さんもしっかりと食事をとり、健康管理

＝情報提供・池田市

に気を付けてください。そ
して、いつまでもお元気で
いてください」などと祝福
した。
その後、市長は伏尾台１
の１０１歳の今野きくゑさ
ん宅を訪れ、
「お元気で何
よりです」と声をかけると、
市長を昔から知っていると
いう今野さんは「若いころ
と変わらないですね」と返
事。市長から祝金を受け取
ると、
「もったいないこと

特別養護老人ホームを訪問し、長寿を祝う倉田市長

（進藤郁美）

お問合わせ先

サカエマチ夏祭り 涼やか「カッパのケンケンパ」
池田市のサカエマチ商店街で８月２７

がんばってほしい」と一言。池田には、

の屋台や、ザリガニ釣り、ダーツなどの

アルカパを見に動物園へ来ることが多い

縁日が商店街に並んだ。池田の観光案内

と話し、副賞のサカエマチ商店街の商品

所・引札屋の前では、水月公園（鉢塚３）

券で「おいしいものを食べたい」と笑顔

の梅で作ったシロップを使ったかき氷や

をみせた。

（礒野健一）

ジュースも販売され、人気を集めた。

11

9月～10月上旬の催し物ピックアップ

親の相朝（すけとも）さんには「もっと

日、サカエマチ夏祭りが開かれ、食べ物

TEL：06-6346-8255

開催中

鶴谷ひろみ作陶展 ～人。と暮らしのいろどり展～（18日まで）／豊中市・おかまちコニュミティ・カフェkitto
11 時～ 18 時。高さ 10 センチほどの、ちょっと切なくて、ぷっと笑える表情豊かな人形が勢ぞろい。
おかまちコニュミティ・カフェ kitto 06-6841-5120。http://www.cafekitto.com/

9 / 1 1（日）

「空の日」エアポートフェスティバル／大阪国際空港展望デッキ「ラ・ソーラ」ほか

午後３時からは、水を入れた器を頭の

10 時～ 16 時。JAL 格納庫見学、子ども模擬制服写真撮影会、整備士による航空教室、子どもマーシャ
ラー体験、機内アナウンス体験、物産販売など。兵庫県のはばタン、伊丹市のたみまる、池田市の
ふくまるちゃん、豊中市のワニ博士、箕面市のたきのみちゆずる、川西市のきんたくんなど着ぐる
みも登場。入場無料。実行委員会（大阪空港事務所総務課）06-6843-1121。

上に載せてケンケンパをし、こぼした水

の量の少なさを競う「カッパのケンケン

パ」が開かれた。すぐにバランスを崩し

1 5（木）

て服が水浸しになる人も多い中、優勝し

ランチタイムロビーコンサート／豊中市新千里東町１の千里文化センター「コラボ」

たのは川西市の小学２年、東伸心愛（と

12 時～ 12 時 45 分。ソプラノとシンセサイザーの演奏。定員 80 人。入場無料。予約不要。千里公民
館 06-6833-8090。

うしん・ここあ）さん。予選、決勝とも

1 8（日）

に１滴も水をこぼさない安定感だった。

「ジャンプを低くしたのが良かった」と

話し、すべての水をこぼしてしまった父

カッパのケンケンパに挑戦する参加者

安井寿磨子「こどもほじょりん製作所」出版記念版画展（26日まで）／阪急池田駅構内・ギャルリVEGA

お父さんへ「ありがとう」なんて、はず

消防士として、人々を守り、そのかわり

かしくて、普段はこの１つの言葉を、口

にお父さんがもらったお金で、

にすることができないけど、

ぼくは、１円ももらう権利がないのに、

今、お父さんへ「ありがとう」を、伝え

10 時～ 12 時。雨天中止。五月山自然観察インストラクターと草むらの虫を観察。100 円。水筒、
帽子、
タオル、補虫網と虫かごなど持参。緑のセンター 072-752-7082。

2 1（水）

お父さんへ

今、手紙でだけど、伝えたいと思います。

池田自然観察会／池田市・緑のセンター

10 時～ 18 時。2010 年 10 月に出版した自伝的絵本「こどもほじょりん
製作所」の挿絵や装画に使った手彩色の銅版画を本のページに見立てて
展示。アナログな昭和の時代を感じさせる心温まる展覧会。初日は作家
の安井さんが在廊、画文集の販売やサイン入れも予定。入場無料。いけ
だ市民文化振興財団 072-750-3333。

おこづかいとしてもらえることに、
「お父さん、ありがとう」と、言いたい

2 2（木）

ようと考えると、

です。

普段から当たり前と思っていたことで

他にも、長い期間休みがあると、つかれ

手作り絵本ワークショップ～わが子へのプレゼント／池田市・五月山児童文化センター

も、お父さんは、大変なことをしてくれ

ているにもかかわらず、どこかに必ずつ

ていたんだなぁ、と思います。

れていってくれて、ありがとう。

10 時～ 12 時半。２回連続講座で、8 月 29 日も開催。絵本作家・しまし乃さんが講師。対象は大人、
定員 8 人。参加は 1000 円。要申し込み。五月山児童文化センター 072-752-6301。

たとえば、ぼくは、おこづかいなんて、

ぼくが、将来お父さんになったら、

もらって当たり前と考え、

お父さんみたいに、良いお父さんになり

もらったら、ためることもあったけど、

たいです。

すぐ使いきってしまうことの方が多く、

そんなふうに思わせてくれる、ぼくのお

なんで、もう少しくれないのかな、
と思っ

父さんに一番ありがとう。 尚輝より

ていました。

＝豊中市立第三中学校２年（２０１０年

でも、今考えれば、そのお金は、お父さ

度） 下岡尚輝さん（豊中「伝えよう！

んが朝早くから消防署で、

いのちのつながり」第２回作品から）

豊中まつりでの出会いありがとう
島根県斐川（ひかわ）町です。空港で

さん生産されています。また、築地松（つ

結ぶ友好都市として「豊中まつり」
（８

いじまつ）が作り出す散居村の風景や日

月６、７日）に出展し、枝豆やトマトケ

本三美人の湯「湯の川温泉」などもあり、

チャップなどをＰＲさせていただきまし

た。皆様との出会いと触れ合い、本当に

ありがとうございました。

1 0 / 1（土）

ミュージアム・セミナー「三味線・造って弾いて」／豊中市名神口1-4-1、大阪音楽大学音楽博物館
14 時～。野中智史さん（三味線製作家）が演奏と映像を交えながら、三味線の歴史や楽曲、演奏者
についてお話をする。参加費 1000 円。ファクスまたはハガキに①氏名②住所③電話番号④希望コー
スを記入のうえ申し込みを。HP でも受付可。ファクス 06-6865-1221 ▽〒 561-0841 豊中市名神口
1-4-1 大阪音楽大学音楽博物館。

5（水）

ミュージアム・セミナー「宇宙に旅立ったバッハの音楽」
（12日も）／豊中市名神口1-4-1、大阪音楽大学音

楽博物館

15 時 15 分～。佐治晴夫さん（宇宙物理学者、
大阪音楽大学客員教授）が映像を交え「音楽と宇宙」
「音
と人」について持論を展開する。12 日（水）15 時 15 分～は「音楽の不思議・心の不思議」を講演。
参加費 1000 円。ファクスまたはハガキに①氏名②住所③電話番号④希望コースを記入のうえ申し込
みを。HP でも受付可。ファクス 06-6865-1221 ▽〒 561-0841 豊中市名神口 1-4-1 大阪音楽大学音
楽博物館。

１０月からは合併により「島根県出雲
市」となりますが、１１月にはシクラメ
ン祭も開催されますので、大阪空港から

川の清らかな水と出雲平野のよく肥えた

飛行機で１時間、自然と歴史ロマンにあ

大地の恵みを受け、
ハトムギは全国２位、

ふれる「出雲の原郷 斐川」へ、ぜひお

シクラメンは西日本１の産地となってい

越しください。

島根ブドウなど、おいしい農産品がたく

9 時 45 分～ 11 時 45 分。全 11 回 22 時間コース。点訳の基礎から学びます。参加費 2865 円（テキス
ト代込み）。定員 20 名。申し込みは池田市ボランティアセンター 072-753-8858。

「田舎」を満喫することができます。

島根県東部に位置する斐川町は、斐伊

るほか、出西（しゅっさい）ショウガや

2 7（火）

初級点訳ボランティア講座（12月13日まで）／池田市保健福祉総合センター

（島根県斐川町役場ブランド推進室
０８５３－７３－９２７１）

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。

池田の夜空焦がした がんがら火祭り
約３７０年の伝統を持つ池田の夏の風
物詩、がんがら火祭りが８月２４日に行

大たいまつの炎が１つに合わされ、観客

から大きな拍手が送られた。
（礒野健一）

われた。午後７時半ごろ、五月山に「大」

島根県斐川町産トマトケチャップ食べくらべセット

と「大一」の火文字が描かれると、高さ３．
８メートル、重さ１００キロを超える大

〒５３０－８２５１大阪市北区梅田３－

たいまつにも火がともされ、「がんがら」

は１９９５年ごろに、地元主婦の加工グ

４－５

の語源となった鉦（かね）の音とともに、

ループによって作られたのが始まりで

にお送りください。９月２０日消印まで

す。２００４年に日本テレビ系「どっち

有効。発表は斐川町産地強化協議会から

午後９時過ぎ、池田市役所前で新しい

の料理ショー」で特選素材として紹介さ

の商品の発送をもって代えさせていただ

たいまつに交換すると、担ぎ手の男衆は

れ、
全国的に知られるようになりました。

きます。

城山町交差点までの坂道を、最後の力を

島根県斐川町特産のトマトケチャップ

毎日新聞ローカル（９／８号）

振り絞り登った。交差点では２基４本の

マチゴトは斐川町産地強化協議会の協

力で、斐川町特産トマトケチャップ食べ

くらべセットを、３人にプレゼントしま

す。
協議会は「完熟トマトと玉ねぎを使っ

た手づくりケチャップが持つ爽やかな酸

味、うまみ、こく、まろやかな甘みは、

市販のケチャップでは味わえない極上の

おいしさ」とＰＲしています。
はがきに、トマトケチャップと明記

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、

池田市街を練り歩いた。

「どっちの料理ショー」で紹介されて以来、女性グ
ループ、営農組合、福祉施設などでも製造

男衆に担がれ、池
田市街を練り歩く
大たいまつ

