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阪
急の創始者・小林一三（逸翁）

のコレクションを中心に、さま

ざまな展覧会を企画する池田市栄本町

の逸翁美術館は、秋季展「絵巻　大江

山酒呑童子・芦引絵の世界」を開催し

ている。重要文化財の「大江山絵詞」

をはじめ、南北朝～江戸時代に描かれ

た絵巻を見るまたとない機会だが、展

示には細心の注意が払われている。

　まずは温度と湿度の調整だ。学芸員

の宮井肖佳（あやか）さんは「温度は

２０度、湿度は６０％がベスト。人間

にとって最も過ごしやすい環境が、美

術品にも適した環境」と話す。また、

照明で変色する可能性もあるため、基

本的に暗めの展示になる。「説明パネ

ル作りで使った接着剤も、間違ったも

のを使えば徐々に揮発し、変色の原因

になることもある」という。

　秋季展ではサントリー美術館（東京

都港区）と徳川美術館（名古屋市東区）

の所蔵品も特別展示される。美術品の

運搬は専門業者があたり、運搬前と運

搬後に、貸し出し、借り受けの両美術

館関係者が立ち会い、損傷の有無を確

認する。美術運搬専門会社、ヤマトロ

ジスティクスで１０年のキャリアを持

つ井上憲昭さんは「慎重さも必要だが、

外気にあたって変化することもあるの

で迅速さも求められる。温度差のある

夏と冬は特に大変」と話した。何より

も経験がものをいう仕事で、知識だけ

でなく実際に美術品に触れて得られる

感覚も重要となる。

　横に長い絵巻物は見せ場のみ広げて

展示されることも多いが、今回はなる

べく多くの部分を見てもらおうと、ス

ペースいっぱいを使った展示にもなっ

ている。（礒野健一）＝８面にプレゼ

ント情報

巻物は紙の巻き癖が
あるため、慎重に広
げられる。写真は江
戸時代に描かれた奈
良絵本「竹取物語絵
巻」

逸翁美術館、細心の展示
　　見せ方と保存性を両立

編集長 ：梶川伸
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勢ぞろいしたマスコットキャラクターたちは、それ
ぞれ個性的なパフォーマンスを見せた

秋の観光ＰＲ　阪急宝塚線沿線市町のマスコット
　阪急宝塚線沿線の自治体が企画するガ

イドツアーと共に歩くイベント「観光あ

るき」ＰＲのため、沿線の５市３町（大

阪府豊中市、池田市、箕面市、豊能町、

能勢町、兵庫県川西市、宝塚市、猪名川

町）のマスコットキャラクターや観光大

使が９月１１日、阪急梅田駅ＣＯビッグ

マン前広場に集合し、イベントを行った。

　午前１１時半からはすべてのキャラク

ターが勢ぞろいして自己紹介をし、通り

ががった人と記念撮影を行った。池田市

からはふくまるくん、豊中市からは豊中

市情報生活センターくらしかんのクラッ

ピーが参加し、子どもたちと握手をする

などして人気を集めた。

　阪急電鉄都市交通計画部の飯田陽一さ

んは「宝塚線は２府県にまたがり、こう

してキャラたちが集まるのは珍しい。行

政の皆さんと協力して盛り上げたい」と

話した。歩くイベントの問い合わせは

豊中市地域教育振興課０６－６８５８

－２５８１、池田市観光・ふれあい課

０７２－７５４－６２４４。（礒野健一）

社会人落語日本一決定戦　３代目名人は高校教師
“落語のまち”を掲げる池田市で９月

１７、１８両日、アマチュア落語家ナン

バー１を決める「第３回社会人落語日本

一決定戦」が行われた。１７日は全国

３０２人の応募の中から事前審査を通過

した１７１人が、落語みゅーじあむなど

市内６会場で落語を披露。プロ落語家の

審査を経て、１０人が決勝に進出した。

　１８日午後４時半から池田市民文化会

館アゼリアホールで行われた決勝では、

持ち時間１２分の中で、それぞれの職業

や体験を生かしたプロ顔負けのレベルの

高い落語が披露され、会場は大きな笑い

に包まれた。

　３代目名人に選ばれた

のは茨城県日立市の高校

で国語教師をする斎須博さ

ん（高座名・二松亭ちゃん

平）。演目の「学校へ行こ

う」は経験を生かした創作

落語で、不登校問題も取り

入れた。生徒同士の思いや

りをユーモアたっぷりに表

現したネタは、「東日本大

震災では全員が体育館に１

泊し、生徒が女の子や体の

小さい子に優先的に毛布を

渡すなど、自然と他人を思いやる光景が

見られた」という経験も生かされている。

　２位には新潟市の元警察官、入山隆さ

ん（高座名・三流亭楽々）が選ばれた。

演目の「白昼の交差点」は、新米警官と

市民のやり取りをユーモラスに描いた創

作落語だった。３位には枚方市の主婦、

富島いづみさん（高座名・東家静香）が

古典落語「権助魚」を表現豊かに演じて

選ばれた。

　大会総括を務める桂三枝さんは「それ

ぞれの職業を生かしたプロにない視点が

あり、我々も刺激を受け、勉強になった」

と評価した。　　　　　　　（礒野健一）

3 代目名人の斎須博さん（前列右から 2人目）ほか決勝進出した 10人
と、桂三枝さん、三遊亭円楽さん、倉田薫・池田市長
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２日に豊中・健康展　無料の健康相談や歯科検診
　豊中市曽根東町３、中央公民館とアク

ア文化ホールで１０月２日午前１０時か

ら午後４時まで、第３６回とよなか市民

健康展が開かれる。

　豊中市の医師会、歯科医師会、薬剤師

会の主催で、中央公民館では内科、小児

科、眼科などの無料健康相談を受け付け

るほか、アクア文化ホールでも歯科検診

や、フッ素塗布などを無料で行う。

　このほかにもストレスチェックやその

場でわかる血糖値、似顔絵コーナーなど、

年齢を問わずに参加できるイベントが用

意されている。問い合わせは０９０－

６７３５－４３６４へ。　　（早川方子）

「きょうのおべんとう　なんだろな」文：岸田衿子
　絵：山脇百合子（福音館書店）

子どもと楽しみたい絵本　よちよち編⑪
【きょうのおべんとう　なんだろな】

　夫は毎日お弁当を持って行くので、子

どもの幼稚園のお弁当に困ることなど考

えたことはありませんでした。ある日、

娘が「なっちゃんのお弁当って、おばあ

ちゃんが作っているの？」と言われたと

訴えます。う～ん、夫の体を考えて、煮

物中心のおかず、揚げ物なし。お弁当箱

を開けても、キャラクターなど飛び出る

はずもなく、娘の複雑な気持ちをわから

なかった母でした。この作品の動物たち

のお母さんはちゃんと好物の入ったお弁

当を作ってくれます。えらい！

　　　　　　　　（絵本を楽しむ会・Ｍ）

子どもと楽しみたい絵本　てくてく編①
【ベンジーのもうふ】

　ベンジーは赤ちゃんの時から使ってい

た毛布を、どこへ行く時も放せません。

あちらこちらに持って行くので、ぼろ布

のようです。お父さんやお兄さん、友達

のトルーディーは「もう、捨ててしまい

なさい」と言います。でも、ベンジーは

「まあ～だ」と言い張ります。いつどん

なきっかけでベンジーは大好きな毛布を

手放せるのでしょうか？私

の弟もベンジーと同じで、

大好きな肌掛け布団をぼろ

布になるまで持ち続けてい

ました。我が子は２人目ま

ではそんなことは起こらな

かったのですが、ここでま

た、末っ子が登場します。

といっても、好きな布団が

あるわけではなく、どんな

布団でも、角があれば良い

のです。毎日、どこでも、

どんな布団でも、角を指で
「ベンジーのもうふ」マイラ・ベリー・ブラウン　絵：ドロシー・マリ
ノ　訳：まさきるりこ（あすなろ書房）

触りながら、眠りにつくのです。我が家

のシーツはみんな角なしの頃がありまし

た。　　　　　　（絵本を楽しむ会・Ｍ）

　◇マチゴトは「子どもと楽しみたい絵

本」として連載中の読み聞かせを始めた

い「よちよち編」に加え、少し慣れてき

た「てくてく編」も本紙に毎号、紹介す

る。これまでの「てくてく編」はウェブ

（http://machigoto.jp/）で。（進藤郁美）

夫婦で楽しむＷの子育て⑫
　◆おうちの中にママが２人？

　休日の公園に行くと、子どもと一緒に

過ごすパパたちの姿をよく見かけます。

男性の育児雑誌や育児サイトも登場し、

子育てを楽しむパパが増えてきました

ね。とても喜ばしいことですが、最近子

育て施設や学校を取材するとよく聞く言

葉が「ママ化したパパが増えている」と

いうこと。

　たとえば、子どものケガや友だちとの

トラブルを極端に心配したり、小言が多

かったり、子どもの成長や発育を他の子

と比較して悩んだり……。

　子どもにとっては、家の中にママ的役

割が２人もいると窮屈ですよね。ママが

叱った時にはパパが逃げ場になったり、

ハメを外した遊びをしたり。父親にしか

できない子どもとの関わり方もあるのに

なぁと思います。家の中に父親と母親と

いう違う価値観があるほうが、子どもも

のびのびと育てるはず。

　ママはつい自分の育児のやり方をパパ

にも求めてしまうけれど、「パパはパパ

流にやって」と任せてみてもいいので

は？　そしてパパたちにはマニュアルな

んて気にせずに自分なりの父親像で楽し

く子どもに接してもらえたらいいなと思

います。

【椹（さわらぎ）寛子さん】

豊中在住のライター・コピーライター。

２歳男児の母。夫は平日の夫婦２人の弁

当と、休日の朝昼晩の食事をつくるイク

メン。http://ameblo.jp/mamawriter/

　「図書館で、お

父ちゃんの帽子を

奪ってハイチー

ズ」の涼磨（りょ

うま）くん。ブカ

ブカの帽子におど

けた表情……ひょ

うきんなタイプで

す。お母さんのお

腹にはいま赤ちゃんがいるんですって。

赤ちゃんが泣いた時は笑わせてあげて

ね、涼磨お兄ちゃん！

わが家の宝もの
　２歳になった

ばかりの翔太朗

（しょうたろう）

くん。麦わら帽子

を買ってもらって

キメポーズ！　イ

ケメーン！

　この夏は何をし

て遊んだのかな？

　夏を満喫した様子がこの写真からうか

がえますね。

わが家の宝もの

スタンプを押したりテープを切ったりするなど、か
んたんな作業は子どもたちが手伝うことも

子育てサークル⑮　スクラップブッキング
　カラフルな紙やステッカーを使って写

真を美しくレイアウトする「スクラップ

ブッキング」の会が月に１度、池田市石

橋１、カフェ「ｏｈａｎａ」で開かれて

いる。池田市在住のスクラップブッキン

グ講師、森本亜由美さんが「作品を作り

ながらおしゃべりして、お母さん同士

が仲良くなってもらいたい」と始めた

サークルで、参加費は選ぶ作品によって

５００～７００円程度。これにカフェで

のお茶代や食事代が追加される。

　参加者は子どもを膝に乗せて、時には

子どもと一緒に台紙をハート型に切り抜

き、花柄や水玉模様のクラフトペーパー

でかわいらしくレイアウト。「子どもの

写真をはって両親へプレゼントする」な

どの声が聞かれた。

　森本さんは「スクラップブッキングだ

けでなく、お友達作りや育児の息抜きに

利用してもらえたらうれしい」とサーク

ルへの参加を呼び掛けている。詳細は

森本さんのブログ（http://ameblo.jp/

happylife-enjoy-sb）で。（早川方子）

ソルトにハーブやスパイス等を飾り、まずは飾って
楽しんでから、お風呂へ入れるのもおすすめ

ハーブで暮らしを楽しむ⑧
　日中は暑いものの、朝晩は少しずつ過

ごしやすくなってきました。

　季節の変わり目は心身のバランスが崩

れやすい時期。

　夏の暑い時期はシャワーでささっと済

ませていた方も、ゆっくりお風呂につか

りませんか？

　今回は柑橘（かんきつ）系の精油を使っ

たバスソルトをご紹介します。

　大さじ２杯の天然塩に精油を３滴。オ

ススメはオレンジスイート。できたバス

ソルトはしっかりお湯に混ぜて下さい。

　ゆっくりお風呂に入ることで、精油の

効果との相乗効果で自律神経にも働きか

けてくれます。

　アロマを使って上手に秋を乗り切りた

いですね。

【北河桂子さん】

アロマ＆ハーブ専門スクール Mrs. 

Lavender 代表。初心者向けの楽しい講

座～資格取得の講座まで対応。http://

mrs-lavender.com/ ▽ info@mrs-

lavender.com

英語を得意科目に　イングリッシュ・プラネット
　「トンネルを抜けて、橋を渡って……」

　外国人講師が地図を指さしながら英語

で説明すると、小学校低学年の生徒たち

は講師の言葉を漏らさず聞き取り、単語

だけでなく文章ごとに復唱していた。

　豊中市の東豊中町と少路にある「イン

グリッシュ・プラネット」は、幼稚園児

から中学生までを対象とした少人数制の

英語教室。ネイティブの外国人講師から

「聞く」「話す」を学び、教

職経験のある日本人講師か

ら文法を教わることで、小

学生でも「読み」「書き」

の力をつける。

　教室代表の小関拓子さん

は「小学生には英語を得意

科目として中学に進学して

ほしい」と話す。中学で初

めて習う英語に苦手意識を

持つと、成績全体がふるわ

なくなるらしい。この教室

では小学生から中学生用の
月謝は、英会話（週 1回）6300円▽文法（週 1回）6300円▽両方（週
2回）10500 円、ほか

テキストを使って進学に備える。「単語

だけ覚えても意味がない。正しい文章を

学ぶことで自然に単語も覚えます」。生

徒らの成績も上々だとか。英語検定や定

期テストの補講は無料。中学生向けの受

験対策クラスもある。　　　（早川方子）

【イングリッシュ・プラネット】豊中市

東豊中町４－１－２０ シャトレ東豊中

２０２▽☎０６－６８５７－７２８２
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正社員 ( 店長候補 )、将来独立してオー
ナーになる方を募集。パートも相談可
医薬品販売の資格保持者、経験者歓迎！
勤務地◆石橋店、蛍池店、池田店、サン
シティ店のいずれか
時間◆9:30～21:00（シフト制、週休制）
給与◆月給 20～ 30万円＋能力給
待遇◆交通費支給、各種保険完備、賞与
ホタルドラッググルｰプ 0120-063-113

オーナー・店長候補を募集！

北摂の「絶品モノ」、味わいませんか？
日時 :9 月 24日（土）12～ 16時
会場 : 箕面ビール ( 箕面市牧落 3-19-11)
参加費 : 大人 6000 円、子供 1500 円
参加方法 : 名前、メールアドレス、電話
番号、所属 ( 勤務先や職業など )、主催
者へひと言の５項目を、hokusetsuu@
gmail.com までお送り下さい。担当者か
らのメール返信をもってお申込完了です

箕面ビール祭２０１１

水回りからリビング、玄関、お庭まで
トータルに専門的なお掃除をいたします
( 株 ) ハウスクリニック 06-6863-1208

プロの女性スタッフにお任せ下さい

８３．７ＭＨｚ　ＦＭ千里の声⑪　小高麻友美さん
◆「小高麻友美のミュージックストー

リーズ」（土曜１３時半～１４時）担当

　１９９０年代に吉本興業からグラビ

アアイドルとしてデビューし、今は女

優、ナレーター、エッセイストと、さま

ざまな分野で活躍する。「若いころは元

気に暴れ回ってやってきたけど、それだ

けではない、もっと深い部分まで伝えて

いく仕事がしたいと気付いた」と話す。

「ミュージックストーリーズ」は、歌だ

けでなく、歌手の人生や思いを伝える番

組で、まさに小高さんがやりたかった企

画だった。

　東日本大震災では何もできない自分が

悔しかった。出来ることを考えて始めた

のが、インターネットの動画配信を使っ

た詩の朗読「記憶の中の言葉」だ。詩は

所属するプロダクションの社長で放送作

家の宇野宇（うの・う）さんが書く。「ど

れだけの思い、言霊が伝えられるか。そ

うした場が与えられるのは限りない喜び

でもあり、そしてプレッシャーとの戦い

でもありますね」（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

「自分が弱いからこそ、人が欲しい物がわかる。昔
はその弱さを認めたくなかったんだけどね」と笑う

10 ～ 16 時。2 連棟のお家を建て替え
た新築見学会。豊中市緑丘 5-6-6、来場
記念プレゼント付 ☎ 0120-87-1009

テック千里・新築見学会 24、25日

プラスαのサービス　クラッシー・加木さん
　北摂を含む京阪神で、地域に密着し、

きめ細かな生活総合支援サービスを提供

する「クラッシー・ファミリーコンシェ

ルジェ関西」には、約７００人のサービ

ススタッフが在籍している。その中で、

利用者の満足度ナンバー１が加木薫さん

だ。サービスのスペシャリストと言われ

ている。加木さんは「私たちは空間を預

かる訳ですから、お客さんのニーズを把

握することが大事」と話す。利用者のニー

ズを頭にたたき込んでから玄関に立ち、

必ず要望を聞いて帰る。

　主婦でもある加木さんは、社会の役に

立ちたいと思い、サービススタッフに

なって５年。かゆい所に手が届くような、

プラスαの機転が利用者の信頼を得てい

る。「掃除用具がなく、歯ブラシ１本で

お風呂場やキッチンの掃除をしたことが

あった」とエピソードも。「お客さんに

育ててもらっている。褒め言葉が力の源」

とパッと花が咲いたような笑顔だった。

　　　　　　　　　　　　　（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/

加木さんは新しいスタッフの人材育成も担当してい
る

無料体験レッスン実施中♪楽器をお持
ちでない方もぜひ！☎ 080-6178-7182 
http://naorange.jimdo.com

なおのエレクトーン・ピアノ教室

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

災害時のライフライン⑨　豊中市・一時避難施設

9 月 11 日にホテルアイボリーで開かれた震災シン
ポジウムには 150人の市民が集まった

熊野田公園にある豊中市中央防災倉庫には、多くの日常用品が備蓄されている

　大規模な地震や台風などが発生した場

合、余震や火災などの２次災害に備える

ための避難先として、豊中市では２５０

カ所の一時避難施設と避難地が指定され

ている。主に近隣の公園や公民館、学校

施設がそれにあてられており、一覧は豊

中市危機管理室が発行する防災マップに

記されている。

　そのうち市内１７小学校と熊野田公

園（旭丘）にある中央防災倉庫には、毛

布や食料などの生活物資が備蓄されてい

る。最も備蓄量が多い中央防災倉庫には、

２０１１年９月現在、毛布２０９７枚、

非常用ご飯１５５００食、ほ乳瓶５７５

個、生理用品１４６８８個などのほか、

非常用排便収納袋、マスク、男女各サイ

ズのシャツなどが蓄えられている。また、

ヘルメットやハンドライト、大型炊飯器

など災害時に必要な備品も用意されてい

る。

　取材時には、毛布の入った段ボールが

一部開けられており、危機管理室の小倉

博さんに聞くと、「先日の台風１２号で

自主避難した方が使ったようです」との

ことだった。

　倉庫の地下は貯水施設となっていて、

飲用以外の生活用水として使用できる。

倉庫脇には組み立て式仮設トイレを設置

するため、直接下水につながるマンホー

ルも準備されている。備蓄品は消費期限

が近付くと、訓練などで使用して順次新

しい物に交換しているという。

　危機管理室は防災に関する出前講座を

行っているが、小倉さんによると「東日

本大震災以降、市民の防災意識は非常に

高まっており、出前講座の回数も格段に

増えている」という。講座は自主防災組

織単位から、数人の集まりまで対応して

おり、「気軽に連絡してほしい」と話す。

問い合わせは豊中市危機管理室０６－

６８５８－２６８３。　　　（礒野健一）

お問い合わせは、毎日新聞ローカルまで 

☎06-6346-8255

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。

池田駅前公園にある吉本豊さんの「響き」（1993年）

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜６＞吉本豊さん
　池田駅前公園に吉本豊さんが１９９３

年に作った「響き」がある。高さ２．２メー

トル。大空に向かってホルンを奏でる女

性をイメージして作った。両手で楽器を

支え、首をかしげた表情は笑顔に見える。

　「演奏に耳を傾けてみてください。心

にゆとりと安らぎが訪れることと思

います」とコメントする吉本さんは、

１９８４年から豊能町切畑で能勢の黒御

影石にこだわった作品を作り続けてい

る。「冷たくて硬い石が、みんなの目に

触れる時、優しく温かみのある作品にな

るように。そんな思いで石との対話を続

けている」と話している。　（進藤郁美）
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子どもたちが笑顔見せる店　あこがれるスタッフ

子どもたちからもらった似顔絵を両手に微笑む虻江
信明さん

【ネッツトヨタニューリー北大阪・蛍池店】豊中市蛍池東町 4－ 4－ 19▽ 9時半～ 19時▽火曜定休▽ 06－
6841－ 7700。写真は子どもと一緒に紙粘土細工をする篠﨑美幸さん

　「何作ろうか？」「オムライス！」。紙

粘土細工をするお姉さんと子どもが、互

いに目を合わせて笑顔になった。しかし、

ここは幼稚園でも小学校でもない。ネッ

ツトヨタニューリー北大阪の各店が年に

４回、さまざまな催しを企画し、顧客や

その家族に楽しんでもらおうと開催する

「情Ｎｅｔｚ感謝祭」。８月に行われた蛍

池店での１コマだ。

　加藤英俊店長は「お客様が気軽に立ち

寄れる店作りを考えた時、子どもたちも

楽しめる店がいいと思いました」と話す。

感謝祭ではヨーヨー釣りやかき氷の屋台

を出した。以前は駄菓子を並べて「お菓

子詰め放題」イベントも開き、店中に子

どもたちの笑顔があふれた。普段の営業

時でも、テレビゲームをする子どもへ気

さくに声をかけたり、すべてひらがなで

書いた名刺を作って手渡すなど、距離感

を縮める工夫をする。

　一緒に紙粘土細工をした業務担当の篠

﨑美幸さんは「子どもが楽しく遊んでい

たら、お客様も安心して商談に集中でき

ます」と話し、心をつかむコツについて

は「一緒に遊ぶ感覚ですね」と笑った。

　販売課の虻江信明さんがうれしそうに

見せてくれたのは、顧客の子どもたちに

もらった似顔絵だ。「何を描いてるんだ

ろうとのぞき込んだら『今は見ちゃダ

メ！』って言われました。後で『これあ

げるね』と差し出されて、本当にうれし

かったですね。今も事務机に挟んでます

よ」と喜ぶ。

　蛍池店では子供用のつなぎ服を着て記

念撮影するサービスを行っており、いず

れはエンジニア体験企画もする予定とい

う。「車離れが叫ばれる今、小さいうち

から車に親しみを持ってくれたらうれし

い」と加藤さん。店のスタッフは、子ど

もたちがあこがれる車のお兄さんお姉さ

んになりつつある。　　　　（礒野健一）
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学生プレイヤーのあこがれ「ＪＡＺＺ　ＰＡＲＴＹ」
　関西最大の学生ジャズコンボイベント

「ＪＡＺＺ ＰＡＲＴＹ　２０１１」が

１０月９日、池田市民文化会館アゼリア

ホールで行われる。午後２時に開演し、

９大学１１団体が、終演の午後９時まで

次々に演奏を続ける。

　「ＪＡＺＺ ＰＡＲＴＹ」は２０００年

に始まり、今年で１２回目。出演は各団

体から選ばれたメンバーで、ここで演奏

することは学生ジャズプレ

イヤーのあこがれという。

今年初めて出演する名取淳

さん（大阪大学）は、「地

域の方もたくさん来られる

ので、一緒に楽しんでもら

える演奏をしたい」と意気

込んでいる。

　若手プロミュージシャン

の中にも、今年ゲスト出演

する横尾昌二郎さん（関西

大学卒・トランペット）な

ど、このステージを踏んだ
9 月 10 日に池田駅前で行われたイベント告知ジャズセッションでは、
多くの市民が足を止めて演奏を聴いた

人は少なくない。実行委員会広報班長の

濱原咲希さん（大阪大学）は、「プロになっ

た先輩と話やセッションができ、また、

普段の活動では他大学の演奏を聴くこと

も少ないので、勉強になることは多い」

と話した。チケットは前売り１５００

円、当日２０００円。池田市民文化会

館窓口かローソンチケット（Ｌコード

５２７４１）。　　　　　　（礒野健一）

ママの就職支援　銀座食堂
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銀座食堂銀座食堂

阪急庄内駅東口から徒歩 3分、豊南市場西入り口前

【銀座食堂】豊中市庄内東町 1－ 9－ 17 ▽ 11 時～ 16 時（ラストオーダー 15時半）▽日曜、祝日定休▽
06－ 4866－ 6741

　阪急宝塚線庄内駅東口から徒歩３分、

庄内銀座商店街に９月１日、ハンバーグ

とハヤシライスをメーンにした洋食「銀

座食堂」が開店した。

　ひとり親家庭の親や、就労に困難を抱

える女性の雇用を生み出そうと、情報の

輪サービス（大阪市中央区、佐々木妙月

代表）が大阪府のふるさと雇用再生基金

事業を活用し、２０～５０代の女性７人

を採用して運営している。６月から接客

の方法や調理を学んだり、メニューや店

内のレイアウトを考えたりして、開店に

向けて準備をしてきた。

　マネージャーを務める村山礼子さんは

「従業員はみな飲食店で働いた経験はあ

るが、店を運営するのは初心者ばかり。

メニュー作りが大変で、試作と反省会を

繰り返す毎日だった」と振り返る。従業

員のひとりは「新たな知識や技術を覚え

ることは楽しかった。従業員全員が同じ

ような悩みを抱えていたので、周囲の理

解も励みになった」と話す。

　オープン当日は大盛況だった。流れが

つかめず、お客さんを待たせることに

なってしまったというが、村山さんは「新

しいことに挑戦している従業員の姿を見

守ってほしい。地域の中に溶け込んで、

長く愛される店にしたい」と話している。

　豊南市場の食材を使ったランチは３種

類。１番人気の銀座ランチは、１８０グ

ラムのふわふわのハンバーグとエビフラ

イ２尾に、ポテトサラダ、小鉢、ライス、

スープ、プチデザートが付いて８８０円。

前日にメニューを決めるきまぐれランチ

（７８０円）、牛スジを使ったふわふわタ

マゴのせハヤシライス（７８０円）もあ

る。１１月１日から昼間とはガラッと雰

囲気を変えた夜の営業を始める予定。女

性ひとりでも入りやすい立ち飲みバーに

なるとか。庄内へ行く楽しみが増えた。

　　　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

編集長のズボラ料理⑲紅茶豚のマーマレード焼き

焼き豚のような味わい。フライパンに残ったたれを、かけても良い

　毎日新聞旅行の遍路ツアーや、仲間う

ちの遍路旅行を案内すると、みんなが「豚

になる」を連発することになる。ともに

１泊２日の短い日程ではあるが、決めら

れた食事以外にも、ついつい買い食いを

する。自宅に帰ってみれば、しっかりと

肉がついているからだ。どうも、遍路ら

しくない。

　夕食は当然のごとく、宿でしっかりと

食べる。昼食はちょっと様相が違う。店

を選ぶのは僕で、なるべく地元の食べ物

を心がける。Ｂ級グルメも多い。しかも、

徳島ラーメン、鍋焼きラーメン（高知県

須崎市）、骨付きドリ（香川県丸亀市）、

あん餅雑煮うどん（香川県）といった一

発勝負に出る。

　これは非常に危険なかけになる。その

料理が嫌いな人は、食べるものがなく

なってしまう。それでもあえて、冒険を

する。理由は簡単だ。僕が食べたいから。

　買い食いの最大の誘惑は、高速道路の

サービスエリアと道の駅だ。しかも最近

は、阿波ポーク（徳島県）だの、媛ポー

ク（愛媛県）だの、各所でブランド豚が

待ち構えている。

　例えば、松山自動車道の石鎚（いしづ

ち）山サービスエリア。レモン豚なるも

のの串焼きを売っている。レストランに

は、レモン豚のカツがある。レモン栽培

で知られる島で育てた豚らしい。迷った

あげく、レストランで早食いをした。

　高知県四万十町の道の駅「あぐり窪

川」に、地元の仁井田米で育てた豚の商

品がある。この誘惑は強かった。豚まん

を見つけて食べてみた。この豚を使った

カレーパンもあって、ついでに食べた。

プーンと、たれの焦げたにおいが流れて

きた。これはたまらん。串焼きをほおばっ

た。うまかった。ほどなく、昼食となっ

た。豚になるわなあ。

　確か、新聞に載っていて、ズボラ流に

作ってみた料理。豚肉の塊を紅茶で２０

分煮る。大きければ、火の通りが良いよ

うに二等分して煮る。フライパンに軽く

油をひいて熱し、ゆでた豚を回しながら

表面を焼く。マーマレードにしょうゆ、

酢を加えてよく混ぜ、豚にからめながら

しばらく焼く。マーマレードだれが焦げ

つく前に、火を止める。食べやすいよう

に切って皿に盛る。たれの量はいつも通

り適当だが、僕の場合、マーマレードは

多めで、１瓶使う。　　　　　（梶川伸）

池田・託明寺で「お寺の公開講座」 約６０人が聴講
　池田市栄本町５、託明寺で９月６日、

公開講座「老いを自分らしく生きる」が

開かれた。浄土真宗本願寺派豊島南組（み

なみそ）が主催した。豊中市と池田市の

２６カ寺のグループで、「開かれた寺」

を目指した初めての公開講座だった。

　講座は本堂の本尊の前であり、約６０

人が聴講した。まず、高齢者生活研究所・

排泄（はいせつ）用具の情報館むつき庵

代表の浜田きよ子さん（京

都市）が講演した。浜田さ

んは「排泄が何とかなれば、

家で暮らせるし、地域の中

で暮らしていける」と話し、

「老いも病も１人だけで抱

えられるものではない。周

りも一緒でないと、引き受

けられるものではない」と

強調した。

　この後、正福寺（池田市

石橋４）の末本弘然住職と

浜田さんが「老病死を見つ
本堂で講演する浜田さん

めて」と題して対談した。

　託明寺の葛野（かどの）明規住職は「寺

が閉鎖的にならないように、広い人を対

象にした講座を開きたかった」と意図を

説明する。聴講した池田市の女性は「お

寺はお葬式だけではなく、生きている人

に何をするかが大事だと思う。今回のよ

うな講座があると、お寺に行ってみたい

気持ちになる」と話していた。（梶川伸）
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豊中すてっぷで東日本大震災チャリティーイベント
　豊中市のとよなか男女共同参画推進セ

ンターすてっぷで９月１０日、豊中池田

おやこ劇場主催の東日本大震災チャリ

ティーイベントが行われた。会場では、

おやこ劇場の会員が古着や小物のバザー

を開いたほか、子ども向けの工作コー

ナーも行われ、親子連れでにぎわった。

また、ステージではサックス演奏や子ど

もフラダンスなどが披露され、大きな拍

手が送られていた。

　収益は「あしなが育英会レインボーハ

ウス」、「ゆめ・風基金」、「子どもとアー

トプロジェクト明日」を通じ、被災地の

子どもたちに寄付される。　（礒野健一）

身近な生き物たち⑥　五月山の動物たち・ほ乳類

五月山のホンドテン（2011 年 1 月
16 日、下山孝さん撮影）。アライグ
マらと同じように、驚くと立ち上がっ
た。カメラは獣道に設置し、赤外線セ
ンサーが動く物を感知すると、自動的
にシャッターがおりる

ニホンリスが松
ぼっくりをかじっ
た跡の通称エビフ
ライ（下山孝さん
撮影）。五月山で
は多く見付けるこ
とができる

　身近なハイキングコースとして親しま

れている池田市の五月山には、多くの野

生の動物が暮らしている。

　まず挙げられるのは落語ネタでも有名

なイノシシだ。山腹はもちろん、五月山

体育館周辺でも目撃されている。ニホン

ジカもよく見られるが、これらはアライ

グマとともに農作物を荒らす害獣とし

て、駆除の対象にもなっている。

　タヌキやアナグマ、テン、ノウサギと

いった動物もよく見られる。池田・人と

自然の会の今城香代子さんによると、子

育て中のタヌキが住宅地に現れて餌をも

らうこともあるという。

　会の下山孝さんは、五月山に自動撮影

カメラを設置して観察を続ける。「夜行

性の種が多いので、昼間にハイキングを

していても出くわすことは少ない。今

追っているのはキツネだが、最近は目撃

例も聞かなくなった」と話す。

　実際に姿は見えなくても、生息を裏付

けるものは見つけられる。排泄物などの

ほか、ニホンリスが松ぼっくりを食べた

跡の「エビフライ」の形は分かりやすい

目印だ。それらを探しながら五月山を

登ってみるのも楽しいだろう。

　　　　　　　　　　　　　（礒野健一）

萩に魅せられた正岡子規や高浜虚子らが訪れ俳句を
残したことから、境内には多くの句碑が立ち並ぶ

初めて一般公開
される准提観音
大菩薩像

東光院で萩まつり開催中　２５日まで
　「萩の寺」で親しまれている東光院（豊

中市南桜塚１）で、９月２５日まで「萩

まつり道了祭」が行われ、境内にある

１０種３０００株のハギの花が見ごろを

迎える。今年は東日本大震災故者追悼復

興祈願として、准提（じゅんてい）観音

大菩薩像（高さ、幅ともに約３３センチ）

の特別拝観が初めて行われる。東光院で

は「大阪もかつて水害に苦しんだことか

ら、波の間から出現する准提観音は、水

からの恵みをもたらし水害を防ぐと信仰

を集めました。今回の公開で津波で被災

されたみなさんへ追善と復興への祈りを

届けたい」と話している。入山は午前９

時から午後５時まで。入山料５００円。

東光院０６－６８５２－３００２。

　　　＝情報提供・豊中市（早川方子）

妻の佐世さんと豊中市役所を訪れた犬塚さん（左）

豊中市の犬塚さん、ボランティアでベトナムへ
　独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）

の実施するシニア海外ボランティアとし

て、ベトナムのホーチミンに派遣される

犬塚俊夫さん（７０）が９月１６日、豊

中市役所を訪れ、浅利敬一郎市長に出発

の報告を行った。２００８年にベトナム

の副首相が来日し、外資系企業に部品を

納入できる事業所育成のため、日本のシ

ニア層による指導を要望したことがきっ

かけとなった。現在ボランティア６人が

ベトナム商工会議所ホーチミン支部に派

遣されている。犬塚さんは９月２６日に

現地へ赴任し、事業所や工場の業務改善

や生産性向上を支援する。「現地の環境

に適した指導を行い、生産管理技術の基

盤を築きたい」と抱負を語っていた。

　シニア海外ボランティアは１９９０年

から実施され、２０１１年７月３１日現

在、６０か国で６２５人のボランティア

が現地の人々とともに生活しながら技術

協力を行っている。豊中市からは、これ

までに１０人が派遣されている。

　　　＝情報提供・豊中市（早川方子）

「読者とゆく能勢街道」第１回　参加者を募集
　マチゴトは「読者とゆく能勢街道」の

１回目を、１０月１日に開き、参加者を

募集します。当日は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、阪急中津

駅改札口前集合【ルート】大阪市北区中

津―十三大橋―十三―阪急三国駅【所要

時間】約６キロ、２時間半～３時間【案

内】「能勢街道をゆく」執筆の梶川伸【参

加費】資料代、保険料などを含め５００

円、集合場所で徴収【申し込み】電話（０６

－６３４６－８２５５）で。住所、氏名、

男女の別、生年月日、電話番号が必要【定

員】３０人で先着順【注意事項】雨天決

行。歩きやすい靴を着用。飲み物持参。

集合前にトイレを【当日の緊急連絡用電

話】０８０－２４５７－３６２４（梶川）
淀川の北側堤防に立つ十三渡し跡の石碑（取材時は
工事に伴い、ビニールシートに覆われていた）

鎌倉街道をゆく　豊中市・椋橋～天竺川・造田小橋
　「能勢街道をゆく」に続いて、豊中市、

池田市を通る旧街道を歩いてみる。今回

は鎌倉街道（京街道）。

　阪急宝塚線庄内駅で降りて、南西へ

１５分ほど歩くと、旧猪名川のほとりに

椋橋（くらはし）総社（豊中市庄本１）

がある。ここを出発点にした。素盞鳴命

（すさのおのみこと）を祭神としていて、

言い伝えや話題の豊富な神社だった。

　境内には鯉（コイ）の池があり、本殿

の前には鯉塚がある。素盞鳴が高天原（た

かまがはら）から鯉に乗ってきて、この

地で死んでしまった。それが鯉塚のいわ

れだという。もう１つ説がある。奈良時

代の僧、行基が猪名川に橋をかけようと

した。しかし暴れ川で思うようにいかな

い。すると、川の鯉が集まって魚橋を作

り、行基は魚橋に乗って、橋の工事を進

めたそうだ。２つとも突拍子もない説話

だが、川辺豊宮司は「このあたりの人は

今でも、鯉を食べない」と語った。

　境内に出世亀菊天満宮があり、これに

まつわる話も面白い。後鳥羽上皇が亀菊

という女性を愛し、このあたりを亀菊の

所領にした。亀菊は天神さんを信仰し、

天満宮を建てたという。この所領を鎌倉

幕府の御家人が奪い取り、上皇は怒って

幕府執権、北条義時追悼の令を出し、承

久の変（１２２１年）が起きたという。

　総社の３００メートルほど南に、旧猪

名川にかかる椋橋がある。街道はこの橋

の東西に伸びる。そのたもとに、街道時

代をしのばせる江戸時代の灯篭（とうろ

う）が残っている。このあたりは猪名川

を活用した物資の集積地として栄えた。

おいしい米の産地でもあり、集められた

産品は京を通り鎌倉に送られた。鎌倉街

道（京街道）の名はそこからつけられた。

　街道を東に歩くと、阪急神戸線の踏切

を渡る。街道と交差するように緑道があ

り、「鎌菰（かまこも）」の石碑が立って

いる。街道は鎌のようなカーブを描きな

がら菰江に通じたので、この名前がある

と説明板にあった。
いくつもの説話が残る椋橋総社

　道はゆるい曲線を描いて続く。庄内ふ

れあい通りと名づけられ、庄内南小学校、

庄内図書館の前を通る。国道１７６号は

歩道橋で渡り、阪急宝塚線の高架下をく

ぐると、やがて天竺川に出て、道田小橋

で旧三国街道と交差した。　　（梶川伸）
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台風１２号　豊中・池田で募金箱設置
　台風１２号に伴う豪雨で大きな被害を

受けた和歌山県、奈良県、三重県などの

被災地を支援するため、豊中市が９月６

日から、池田市は８日から義援金の受け

付けを始めた。集まった義援金は各被災

地に送られる。募金箱の設置は次の通り。

　　　　　　　　　　　　　（早川方子）

【豊中市】豊中市役所第１庁舎と第２庁

舎ロビー▽庄内出張所▽新千里出張所▽

すこやかプラザ２階・社会福祉協議会窓

口

【池田市】池田市役所▽社会福祉協議会

▽池田市民文化会館▽人権文化交流セン

ター▽石橋プラザ

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。

　　　　９月～10月中旬の催し物ピックアップ　　　　９月～10月中旬の催し物ピックアップ
9月2 7（火）
とよぶん♪お仲間交流会／豊中市立生活情報センターくらしかん
18時半～20時半。2011年7月から文化活動の中間支援組織をめざした任意団体として再出発した「と

よなか市民文化会議」（とよぶん）。豊中への思いや、文化への思いを話し合い、仲間としてつながっ

ていくための交流会。豊中市文化芸術室 06-6858-2503。

2 8（水）
温室展示草花の配布／池田市・夫婦池公園テニスコート管理棟前
10 時～。毎月第４水曜に開催。展示花の入れ替えにともない約 50 鉢を無料配布。1人 1 鉢で抽選。

緑のセンター 072-752-7082。

第100回月なみ九雀の日／豊中市立伝統芸能館
19 時開演。今回で 100 回目を迎えた月例落語会。出演は桂九雀、桂小鯛。料金は観客が自由に決め

た金額を投げ銭箱に入れる自由料金方式。落語工房 06-6845-8636。

1 0月1（土）
カーテン生地フェア（14日まで）／池田市・エコミュージアム
10 時～ 18 時（最終日は正午まで）。新古品のカーテン生地（10 センチ単位で必要分を裁断）や手芸

用品の販売。エコミュージアム 072-752-7711。

狂言の集い－狂言と絵巻のたのしみ方－／池田市・逸翁美術館マグノリアホール
14 時開演。逸翁美術館秋季展で展示される絵巻「大江山絵詞」の鬼退治にちなみ、鬼にまつわる狂

言「伯母ヶ酒」を茂山良暢氏を迎えて演じるほか、解説も行われる。入場料 2800 円。氏名、住所、

電話番号（ファクス番号）、公演日時、必要枚数を明記し、逸翁美術館にファクス 072-751-2427 かメー

ル itsuo-magnoliahall@hankyu-group.jp か往復葉書（住所：池田市栄本町 12-27　逸翁美術館「狂

言の集い」チケット係）で事前申し込み。

虫の音を聴く夕べ／豊中市・服部ビオパーク（ふれあい緑地内・服部西町）
19 時～ 20 時半。虫の音の観賞会と虫の話。雨天中止。定員 30 人。市公園みどり推進課 06-6858-

2353。

2（日）
市民朝市／池田市・池田駅前公園
9 時～ 11 時半。雨天の場合は 9日。手作り品、日用品などの販売。出店者も募集中。池田の市民朝

市実行委員会（市環境にやさしい課）072-754-6240。

6（木）
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。緑の相談員の米田一郎さんに窓辺で楽しむカラーリーフの寄せ植えを学ぶ。費用

2250 円。緑のセンター 072-752-7082。

8（土）
ノルウェーに学ぶ男女平等～意思決定の場に女性の参加を～／豊中市・とよなか男女共同参画推進セン
ターすてっぷセミナー室（エトレ豊中５階）
14 時～ 16 時。講師はとよなか男女共同参画推進センターすてっぷ初代館長の三井マリ子さん。ノ

ルウェー民主主義の原点である地方自治体の政治や選挙制度を学び、日本のこれからを考える講座。

参加費300円。一時保育有り（1人525円。10月1日までにすてっぷ06-6844-9773へ申し込みが必要）。

男女共同参画社会をつくる豊中連絡会・高山さん 090-7886-5267（16 時以降）。

脱原発ポスター展（１０日まで）／豊中市・千里文化センター　コラボ
9 時～ 21 時。ネット上で展開されている「脱原発ポスター展」や応募作品からセレクトしたポスター

を展示。入場無料。猫の手工房（坂本）090-3926-8716。

1 1（火）
子育て広場　乳幼児の「食」のはなし／豊中市立中央公民館
10 時半～ 11 時半。乳幼児の食事について学ぶ。講師は豊中保健所管理栄養士の坂本美由紀さん。1

歳～就園前の子どもとその保護者 20 組が対象。10 月 3 日 10 時から申し込み受け付け。豊中市立中

央公民館 06-6866-0555。

1 3（木）
池田・いいとこ見て歩き講座／池田市・阪急石橋駅～西国街道
9 時半～ 13 時。阪急石橋駅西口改札集合。西国街道（石橋のいわれ石、正光寺、住吉神社、十二神社、

正福寺、受楽寺、弁慶の泉など）を巡る。定員 15 人（抽選）。10 月 3 日（必着）までに住所、氏名、

年齢、電話番号を書いてはがきかファクスで池田市観光・ふれあい課（〒 563-8666　住所不要、ファ

クス 072-752-4477）へ申し込みが必要。市観光・ふれあい課 072-754-6244。

1 4（金）
20世紀オペラ・シリーズ　Ｂ.ブリテン作曲「ねじの回転」 ／豊中市庄内西町1-5-38、大阪音楽大学ザ・カ
レッジ・オペラハウス
18 時半開演（17 時半開場）。全 2幕。英語で上演（字幕付き）。入場料 7000 円（一般）、6000 円（65

歳以上）、3000 円（小・中・高校生）。10 月 16 日（日）は 14 時開演。

電話またはハガキ・FAX で「氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、電話番号、公演日、演奏会名、入

場券の種類（一般、シルバー、小・中・高校生）、枚数」を明記の上申し込みを。ホームページから

も可。http://daion.ac.jp/ex/event/public/list.php

服部緑地オータムフェア2011（16日まで）／豊中市・服部緑地の都市緑化植物園、レストハウスほか
10 時～ 17 時。花の即売会、ふうせん遊び、クラフト遊び、園芸療法ワークショップ、寄せ植え、コ

ンサートなど盛りだくさんの内容。３日間は都市緑化植物園の入園は無料。服部緑地管理事務所 06-

6862-4945。

1 5（土）
第６回　とよっぴー祭り／豊中市・緑と食品のリサイクルプラザ
11 時～ 14 時。食の循環のフェスティバル。11 時 15 分～豊中産新米で「餅つき大会」（100 人まで試

食あり）、13 時～（受付は 10 分前まで）豊中産新米などが当たる大抽選会、11 時半～（受付は 10

時 15 分～）さつまいも堀りなど。ほかにも各種模擬店や遊び・工作コーナーなど。とよっぴー祭り

実行委員会 06-6863-8792。

豊中キャンドルナイト2011／豊中市・服部緑地公園東中央広場
点灯式は地震発生時刻の 14 時 46 分～。6000 本のろうそくに灯をともすキャンドルロードは 18 時～

20 時。雨天の場合は 10 月 23 日に延期。東日本大震災被災者を応援するメッセージボード設置。豊

中青年会議所 06-6855-5353。

1 6（日）
地域防災力アップセミナー／豊中市役所第２庁舎、生活情報センターくらしかんなど
地域防災リーダーの育成のため、防災に関する基礎知識の習得などを目的に全５回にわたるセミナー

を開催。開催日は 10 月 16 日、11 月 6 日、20 日、12 月 18 日、平成 24 年 1 月 15 日。参加費無料。

豊中市在住者のみ。インターネットで「豊中市　防災力」で検索したページから申し込み書をダウ

ンロードして必要事項を記入し、9月 26 日までに豊中市危機管理室へファクス（06-6858-2683）、ま

たは郵送（豊中市中桜塚 3-1-1）で申し込み。

「大江山絵詞」（重文）の一部。源頼光と四天王に退
治される酒呑童子

逸翁美術館秋季展の招待券を３５組に
　逸翁美術館では秋季展「絵巻　大江

山酒呑童子・芦引絵の世界」（逸翁美術

館、毎日新聞社主催）が開催されている。

１０月２３日までの前期は、「大江山絵

詞」（重文）、「酒伝童子絵」（サントリー

美術館所蔵）のほか、軍記物を中心とし

た展示が行われ、１０月２５日～１２月

４日の後期は「芦引絵」（重文）、「青蓮

院稚児草紙」（徳川美術館所蔵）など寺

社縁起絵巻を中心に展示が行われる。月

曜休館だが、１０月１０日は開館し、翌

１１日が休館＝関連記事１面。

　マチゴトは、この展覧会の招待券を抽

選で３５組７０人にプレゼントします。

はがきに、「逸翁美術館秋季展」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

　毎日新聞ローカルまでお送り下さい。

１０月６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。

和歌山産の種なし柿７．５キロ箱を１０人に
　マチゴトはＪＡグループ和歌山の協力

で、和歌山産の種なし柿７．５キロ入り

箱（３０～４０個）を１０人にプレゼン

トします。和歌山県は柿の生産全国１を

誇っています。中でも刀根早生（とねわ

せ）は種なし柿で生産量が最も多く、９

月下旬から収穫のピークとなり、以降は

平種無柿、紀ノ川柿などと続きます。Ｊ

Ａグループ和歌山は「甘くまろやかな口

当たりが人気」とＰＲしています。

　はがきに柿と明記、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（９

／２２号）へ。１０月５日消印まで有効。

発表はＪＡからの発送で代えさせていた

だきます。＝企画（有）なぎさ書房
「昔から柿が色づけば医者が青くなる、と言われる
ほど栄養価が高い」と JAグループ和歌山

兄ちゃんへ
兄ちゃん、小さいころと変わったな。

昔のことは、お母さんから聞いたぞ。

オレが木から落ちて、頭から血が出たと

きも、

兄ちゃんが、まっ先にお母さんにしらせ

てくれたんだよな。

あんとき、兄ちゃんが助けてくんなかっ

たら、

オレは今いなかった。

それに、オレがいじめられていたときも、

「やめろ」とか、

「かわいそうだろ」とか言って、助けて

くれたよな。

でも今は、兄ちゃんがいじめてるよな。

でも、やっぱ兄弟だからいいよな。

それに、今けんかできんのも、

兄ちゃんのおかげだしな。

本当に、ありがとな。

＝野畑小学校５年（２０１０年度）　岩

元恵佑さん

（豊中「伝えよう！いのちのつながり」

第２回作品から）


