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豊中市・動く図書館
本を届けて６０年

2010/

8/ 26

vol.

3

Webサイト、twitterと連動して
マチの出来ゴトを伝えます
がんばる人を応援します

豊

中市立岡町図書館の「動く図書
館」が２０１０年５月で６０周

年を迎えた。改造されたトラックに小
説、児童書、実用書など約３０００冊
を積み、市内各所を月に１度の割合で
巡回。
「家の近所で気軽に借りられる」

sakozo

と市民に愛されている。
動く図書館は、市立図書館から離れ
た地域の住民のために、全国に先がけ
て１９５０年に始まった巡回貸し出し
サービス。発足当時はフォードの大型
車にスピーカーを取り付け、テネシー
ワルツなどを流しながら市内を巡回し
ていた。このころの年間貸し出し数は
１万冊程度だったという。
現在では利用者も増え、２００９年
度の貸し出し人数は８９３２人、貸し
出し冊数も８万１７２８冊に増えた。
１８カ所のステーションに加え、保育
所や支援学校など市内１０カ所の施設

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

も回るなど、今ではすっかり市民に定
着している。
ステーションの１つである堀田公園
（上野東２）では、８月の蒸し暑い午
後にもかかわらず、多くの小学生や主
婦、お年寄りらが集まっていた。動く
図書館では１人２０冊まで借りられる
うえに、期間は次の巡回日まで約１カ
月あるため、５０冊以上を借りる家族
連れも珍しくない。
公園の近くに住む森多朗君（小２）
も「きょうは図鑑や絵本などを２０冊
以上借りる」と真剣な面持ちで書架を

大きなバッグを持参
して、たくさん借り
ていく人も。「本は
頻繁に入れ替えられ
ているので、来るた
びに新しい本を見つ
けることができる」
と好評の動く図書
館＝豊中市上野東 2
の堀田公園で

探っていた。お母さんの真理子さんも
「動く図書館のほかに、岡町図書館や
野畑図書館も利用しているほど家族そ
ろって読書好き。不況の今、図書館の
存在に助けられている」と笑顔で話し
ていた。
Staff

って何？

twitter は、個々のユーザーが「ツイート（つぶや
き）」と呼ぶ短文を投稿して、ゆるいつながりが発
生するコミュニケーション・サービス。携帯電話、
iPhone、iPad、パソコンなどから参加できます。

マチゴト 豊中・池田公式twitterアカウント

m_toyonakaikeda

（早川方子）

編集長
：梶川伸
編集記者
：礒野健一、進藤郁美、早川方子
企画編集協力
：跡部徹（空気読み）
アートディレクション：黒須信宏（CrossDesign）
Webプランニング ：梅澤幻、久保田一城（ベクターデ
ザイン）、
中尾治人、間野健介、望
月克将
広告企画
：新広社、毎日新聞ローカル
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Human

池田商議所女性会 12日に催し

民間で知的障害児デイサービス
shin7000

sakozo

９

Children

月１２日午前１１時から、阪急

女性会の強みはネットワークと実行

池田駅前てるてる広場で「第９

力。イベントの目玉のひとつ「夕暮れ

Ｎ

ＰＯ法人「ハニー・ビー」
（八

ない大人とかかわるのは、社会に出た

木みどり理事長）が２０１０年

時のために大切」と分析する。

弾 お話しましょ！お茶しましょ！」 落語」は、渡辺会長が若女将を務める

５月、豊中市曽根西町３－７ クレア

ハニー・ビーは大阪府から児童デイ

が開かれる。昨年は３０００人もの往

活魚料理屋で公演をしていた縁で、落

コート曽根１階で、知的障害や発達障

サービスと在宅介護事業者の指定を受

来があったイベントを主催するのは、 語家の笑福亭瓶太さんが引き受けてく

害のある子どものための「マイ児童デ

けた。児童デイサービスは障害者自立

池田商工会議所女性会。回を重ねるご

れた。プロの噺（はなし）家が屋外で

イサービス」を開いた。民間でこの事

支援法に基き、小学１年生から１８歳

とに規模も人気も拡大させていく手腕

公演するのはめったにないことだ。

業をするのは、豊中市では初めて。子

未満までを対象に、通園による療育支

このほかにも本格シェフが作るから

どもたちが成長して社会参加できる力

援、学習支援などをする。利用者は市

池田商工会議所に女性会ができたの

揚げ（５個３００円）やパンなどが屋

を身につけることを目的としている。

に申請し、費用負担は原則１割。

は１０年前。当時、商工会議所のただ

台に並び、はしと茶碗を持参すれば無

１人の女性会員で、後に初代会長とな

料になる「流しそうめん」
、池田市民

中学校は普通学校に通ったが、高校は

で。約６０人が登録し、１日１０～

る冨阪昭子さんが「購買決定権の多く

病院の看護師らに無料で相談ができる

受験に失敗し、支援学校に通った。毎

１５人が通っている。保育士らが指先

を握る女性の意見を取り入れないのは 「まちの保健室」など、女性らしいア

日新聞が連載している童話「読んであ

や体全体を使う運動、染色や織物など

おかしい」と訴え、女性会が誕生した。 イデアも目立つ。こうした個性的な催

げて」の「ぼくもぼくのことすき」は、 の指導をしている。清成さんは「体が

現在、メンバーは２４人に増えた。

長男もモデルになっていた。

に注目が集まっている。

しは、思いついたら即行動に移すこと

「お話しましょ！お茶しましょ！」 で実現させてきた。
「女性の方が思い

八木さんの長男も障害がある。小、

デイサービスは午後１時から５時ま

硬直する傾向がある子には、力を抜く

八木さんは「障害者はできへんのが

ようにするため筆で書くこと、水彩で

は、地域の活性化と住民のきずなを深

切りがいい。企画書を何度も書き直す

当たり前、という意識が社会一般にあ

描くことが効果を発揮する。言葉が出

める目的で始まった。初回は商工会議

はめになるけれど」と、イベント実行

る。学校は子どもの能力を十分に伸ば

ない子には歌が良い」と、具体例を示

所でフリーマーケットを開き、来場者

委員長の藤田雅代さんは笑う。

せていない」と語る。一方で親につい

す。ただし、
「いまは、何が必要なの

を手作りのおにぎりと飲み物でもてな

不況の中で誕生した女性会だが、女

て、副理事長の水上さゆりさんは、自

かを見極めている段階で、９月から

した。規模が大きくなった今も当初の

性ならではの柔軟性で困難を乗り越え

らの体験から「子ども自身がしなけれ

個々の療育、学習支援を本格化させた

目的は変わらない。
「皆に楽しんでも

てきた。副会長の槇原順子さんは言う。

ばならないことも、親が先回りをして

い」と話している。問い合わせはマイ

らえるようにしたい。もうけは考えて 「景気が悪い時ほど、互いに励まし合

しまう」と語る。また、デイサービス

児童デイサービス（０６－６１５２－

いない」と渡辺馨子・現会長は言う。

管理責任者の清成由美さんも「親では

８９９１）

わないとね」

（早川方子）

「異業種交流で楽しいアイデアが出ることが多い」と話す女性会のメンバー。左から、槇原さん、
藤田さん、渡辺さん

子どもたちが集まると、「ライア」という楽器とろうそくで、まずリラックス

（梶川伸）
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Children

子育てワンポイントアドバイス
sakozo

Family

Family

わが家の宝もの

子どものつぶやき
豊中文化幼稚園

sakozo

ちの子は落ち着きがない――

子に対して「うちの子は落ち着きがな

豊中市子育て支援センター

い」
「言うことを聞かない子」と思い

紘

「ほっぺ」によると、育児の悩みは子

悩んでしまう人が多いという。そんな

がって、今にも駆け出しそう！

どもが１歳を超えると急増するとい

時、地域保育士は「子どもが静かにし

う。ハイハイをしたりヨチヨチ歩きを

ている時は具合が悪い時くらいです

するこの時期、確かに目が離せなくな

よ」と明るく答えるようにしている。

るが、１番の理由は「自我が芽生えて

「ウロチョロするのは好奇心が旺盛

う

史（ひろふみ）くんは元気いっ
ぱい。馬のぬいぐるみにまた

sakozo

あ

じさいは梅雨に咲くという話
をしている時、

「あじさいは雨が好きなんだね。雨
を飲んでいるのかな」
（３歳）
流れている雲を見て、
「風がフーって吹いているから雲が

くることにある」と地域保育士は語る。 だからです。幼くてその興奮をうまく

動いているんやな」
（４歳）

出産前は「個性を伸ばしてやりたい」 表現できないため、親が止めても動き
「のびのびと成長するように」といっ

回るのです」
。言うことを聞かないの

た理想を掲げていたお母さんも、実際

も成長のあかし。深刻になりすぎない

に子育てが始まるとつい「ウロチョロ

で、
成長を見守りましょう。
（早川方子）

カミナリ様の絵を描いている時、
「空の上でオニさんがいじわるして
雨ふらしてるねん」
（５歳）

しない」
「静かにしなさい」と抑えつ 【ほっぺ】豊中市岡上の町２－１－
けてしまう。理想の子ども像が、いつ

１５、保育士のほか看護師もいる。プ

の間にか「聞き分けのよいおとなしい

レイルームの利用は、月～土、９時～

子」になってしまうのだ。

１７時１５分。育児に関する電話相談

そして“理想”通りにいかない我が

は０６－６８５２－５５２６。

顔を洗っている男の子を見て、
「男前になったな～」
（５歳）
清田紘史くん
ママ 留美子さん（池田市五月丘）

Family

Family

Children

Family

わたしのママ

五児文おばけま
つり ２９日開催

公園で遊ぼう
保育士が参加

パパ、ママの絵
子どもの写真を

sakozo

料

iku_mi_iku

理しているお母さん
◇

お母さんがとっても楽しそう。
きっとお料理が大好きなんですね。

８

月２９日、池田市立五月山児
童文化センター（綾羽２）で

豊

中市の地域支援保育士が月に
３～４回、市内の公園に出向

shin7000

ワ

ンポイントアドバイスは子育
ての際に気をつけることを、

「五児文☆おばけまつり」が開かれ

いて、手遊びやゲーム、紙人形劇な

専門家に聞いて掲載します。相談内

る。夏休み期間中にセンターが行う

ど、親子のふれあい遊びに参加する。

容を、マチゴトに送ってください。

イベントで、今年で３回目。昨年は

対象は０歳～就学前の子どもと保護

「わが家の宝もの」はお子さんの写

約１９０人でにぎわった。

者。事前申し込みは不要。保育士に

真、絵はお子さんが描いたパパやマ

子育てに関する相談もできる。

マ、つぶやきの文章はお子さんたち

時間は午前１１時～午後４時４５
分。地元の人形劇団せっぽく座の人

９月の予定は以下の通り。

形劇はじめ、紙芝居、お化け屋敷、

９日、庄内西町公園▽１０日、山

それぞれ住所（町名まで）
、お子

牛乳パックや折り紙で作るお化け工

ノ上公園、小曽根公園▽１６日、谷

さんとお母さん、
お父さんの名前（幼

作、おはなし会などがある。子ども

田公園▽２７日、東泉丘４丁目第２

稚園や保育園からの投稿は園名）を

たちが見て、作って、聞いて「怖

公園。時間はいずれも１０：３０

添えて、写真や絵の作品、つぶやき

い」を体感できる内容になっている。

～１１：３０（ 小曽根公園のみ、

の文章をお寄せください。メール

フードコーナーやプラネタリウム上

１０：００～１１：００）
。

映会もある。参加は無料。
井戸口 愛ちゃん
（豊中文化幼稚園）

sakozo

五月山児童文化センター０７２－
７５２－６３０１。

問い合わせは子育て支援セン
ター「ほっぺ」０６－６８５２－
５５２６。

の可愛い言葉です。

（info-toyonakaikeda@machigoto.
jp）か、郵送で（５３０－８２５１
大阪市北区梅田３－４－５ 毎日
新聞ローカル）
。 （編集長・梶川伸）
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Culture

Life

懐かしさ満載 おたなで夏祭り

マチゴトを使いこなしてみよう

keniso

m_toyonakaikeda

語をキーワードにした街作りを

７時、
「おたなで夏祭り」が開かれる。

すすめる池田市の「おたなＫＡ

懐かしいスマートボールや金魚すく

ＩＷＡＩ」
。その一角を担う池田栄町

いなどの屋台が出るほか、商店街各店

いますが、インターネット上ではもっ

写真やコメントなども閲覧することが

商店街で８月２８日（土）午後２時～

からよりすぐりの品を集めたオーク

と多くの情報が載っていることをご存

できます。また２次元コードを読み取

落

マ

チゴトは地域の新聞として皆様

知でしたか？ 紙面に掲載できなかっ

のご自宅、勤務先にお届けして

た記事はもちろん、その所在地の地図、

ることができる携帯電話

ションも実施される。
小学生以下を対象に行

をお持ちの方は、各記事

われる「カッパのケンケ

についているコードを読

ンパ」は、頭の上に水を

み込んでみてください。

入れた洗面器を載せてケ

マチゴトは皆様と一緒

ンケンパをするユニーク

になってつくる新聞で

な競技。タイムで上位に

す。街の出来事や気にな

入った参加者には昔懐か

る情報がありましたら、

しいゲームが贈られる。

ツイッターを使ってつ

問い合わせは池田栄町

ぶやいてみてください。

商店街振興組合０７２－
７５３－２８０７。

昨年の夏祭りでケンケンパをする参加者

（礒野健一）

Gourmet

老舗うどん「吾妻」の人気は…
田市西本町の吾妻は１８６４

めうどん（７００円）
。直径２ミリの

（元治元）年創業。店によると、 細い麺に、すりゴマ、ショウガたっぷ

大阪府内ではとても古いという、うど
んの老舗だ。１番人気は、名物のささ

ニュースをお待ちしてい

URL http://machigoto.jp を直接入力しても閲覧できる

Culture

自分のために
健康まつり
keniso

iku_mi_iku

池

記者が知らない地元の

９

月５日（日）午前９時半～午
後３時半に、池田市民文化会

ます。

（緑川岳志）

Life

庄内の面白標識
パリ９６４７キロ
shin7000

豊

中市庄内西町４の西町公園
に、面白い案内標識が立って

館で健康まつりが開催される。市立

いる。８カ所について、方向と距離

池田病院市民公開講座や禁煙パネル

が示してある。近いのは庄内小学校

３位はささめ天ざる

ディスカッションなど盛りだくさん

で３８０メートル。東京をあえて六

（１１００円）
、４位は山

の内容。問い合わせは池田市健康増

本木ヒルズとしている点がユニーク

進課０７２－７５４－６０３４。

だ。

昨年の健康まつりで心臓マッサージの訓練
をする参加者。今年は映画「おとうと」の
上映（午前 10 時）もある

甲子園 11 キロ、知床 1288 キロ、バンクー
バー 7914 キロ、ケープタウン 14322 キロ

りの熱々あんかけうどん。
２ 位 に 吾 妻 う ど ん（ ７ ０ ０ 円 ）
、

かけうどん（７００円）
、
５位が冷やし天ぷらうど
ん（９００円）
。
裏人気メニューは、か
やくごはん（３５０円）
とカレーうどん（８８０
円）
。かやくごはんは、
取り置きの注文がある
ほ ど。 問 い 合 わ せ は
阪急池田駅から徒歩約 7 分、国道 173 号沿いにある吾妻。昼
食時間帯は行列ができる

吾妻０７２－７５１－
３６４４。 （進藤郁美）
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Culture

Gourmet

ママの愛情ごはん ｏｈａｎａ

能勢街道をゆく② 三国～庄内
shin7000

iku_mi_iku

急宝塚線の三国駅をスタートし

ようになったそうだ。

と、聞けば食べずにはいられ

ソースまですべて手作り。
「原点は食

阪

ない。
「アルプスの少女ハイジ」の世

いしん坊」と店を手伝う叔母の上田佐

ンティフルみくに」へ。中ほどに「三

再び街道ルートをそれ、阪急電車の牛

界にあこがれ、突然、北海道の牧場で

佳英さんも笑う。

食

いしん坊。
「おいしい」
「珍しい」 ひらめきでメニューを考える。ケーキ、

た。まず、駅東側の商店街「サ

天竺（てんじく）川沿いを北上する。

国名物 天佑コロッケ」と書かれたの

立鉄橋をカメラに収めた。地図による

働き始める行動派。そんな田底麻衣子

ｏｈａｎａはハワイの言葉で「家

ぼりが立っている。１個８０円のコ

と、寺が続いている。最初の正業寺へ

さんが２０１０年６月、無農薬野菜に

族」
。家族で過ごすような、あたたか

ロッケ２個を買って食べた。パン粉の

向かうため、夫婦連れに道を聞いた。

下の衣がしっかりしている。

夫が「左へ行って右に曲がり、また左

こだわった店「ｏｈａｎａ（オハナ）
」 い空気が流れる店にしたいと決めた。
店にはオムツ替えができるスペースも

前回は新三国橋で神崎川を渡り、豊

きっかけは長女・小春ちゃん、長男・

ある。
「
『子どもに食べさせたいので作

中市に入った。今回は能勢街道の本来

一平君の離乳食作りだった。農薬を使

り方を教えてほしい』と言われたら最

のルートに近い三国橋を渡る。橋のた

２つ目の明福寺の境内に入ると、住

わない野菜のおいしさを初めて知っ

高です」と田底さん。

もとに「三国の渡し跡」の石碑が立っ

職に「３つの寺とも浄土真宗」と教え

をオープンした。

へ……」
。すかさず奥さんが「国道に
出て、たばこ屋を右」とピシャリ。

た。
「子どもたちに野菜の本当の味を

ランチのデイタイムセットはｏｈａ

ている。説明板によると、太平記の記

られた。３つ目の善徳寺では、寺の女

知ってほしい」と、手作りにこだわっ

ｎａの手作りがまるごと味わえる。総

述から、正平１７（１３６２）年には

性が「川の反対側（東側）が能勢街道

た食いしん坊流の食育を続けた。
「ｏ

菜プレート、スープ、ご飯、スイーツ、

すでに渡しがあったと推測できる。

と聞いている。松林があって、それら

ｈａｎａはその延長線」

ドリンクが付いて１２００円。取材日

道田橋で街道筋から東にそれて、
「目

のメニューは、イワシの自家製梅ジャ

いぼの渡し」跡に寄り道をする。豊南

に伐採してしまった」と残念がった。

就職。将来、自分の店を持ちたいと、 ム煮、ゴーヤと鶏ボールココナッツカ

交番で道を聞く。胸に交番相談員のプ

それでも、雰囲気が残る場所を求めて

サービスのノウハウを学んだ。
「課題

レー風味、野菜のキッシュ風、焼きナ

レートをつけた男性が、
「交番のお留

歩き、１枚撮影して庄内駅へ。

もあるが、その時の経験が役立ってい

スとオクラ、白ウリの浅漬けミントの

守番」と言いながら、地図を示した。

る」と話す。

香り、ニンジンケーキだった。

田底さんは、２２歳の時、飲食店に

豊南町東３丁目第１児童公園の前の

しい雰囲気があったが、２０年ほど前

駅前の豊南市場で、森田屋のコロッ
ケを買って食べた。１個３５円だった。

神崎川堤防に、石碑があった。
「旧跡

１９９７年に買った時に２５円だった

目いぼの渡し」と刻んである。その

ので安さに驚いたのだが、少し値上げ

地野菜が中心。入荷した野菜を試食し、 生活することを覚えてほしいと思って

昔、右目の上に大きないぼのある船頭

はしたものの、安さを維持しているの

蒸す、ゆでる、炒める、塩もみ、生…。 いる。

がいて、
「目いぼの渡し」と呼ばれる

に驚いた。

田底さんが選ぶ野菜は、豊中の光久
隆晴さん、宝塚の中西一夫さんらの路

「働くことは楽しいことでもあるん
だよ」
。２人の子どもたちに、
働くこと、
（進藤郁美）

【ohana】池田市石橋 1 － 21 － 21 ▽ 10 時～ 17 時半▽第 2、4 日曜休▽ 17 席▽電話 072 －
741 － 5520

三国の渡し跡の石碑。江戸期は、池田、能勢の産物を大坂に運ぶ港だった

（梶川伸）
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星空コンサートありがとう

やさいさん、ありがとう
shin7000

shin7000

緑

Thank
You

地公園の近くに引っ越したのは１１年前です。思わぬプレゼントは、夏休み
の最後の土日夜に服部緑地野外音楽堂で開かれる星空ファミリーコンサート

わ

たしはやさいが大すき！ ごはんの時、やさいがないとさびしい。
わたしはやさいをそだてている。やさいはいっぱいしゅるいがある。

でした。定員は２０００人ですが、無料とあって親子連れ、それも小さいお子さん

やさいはいろんな色がある。それはえいようがあるしるし！

が詰め掛け、午後７時半の開演時にはほぼ満員になります。曲目は子ども向けだけ

やさいは生きている。わたしはそれをもらっている。だから人間は生きている。

でなく、大人も楽しめるようにしていました。指揮者の体験コーナーやクイズコー

やさいはわたしのたからもの。やさいさんいつもありがとう＾▽＾

ナーも人気でした。当時は上の娘が高校生。ブラスバンドに入っていたので大喜び
でした。大阪センチュリー交響楽団様、ありがとうございます。ホームページで調

池田小学校、野本唯菜さん（池田「伝えよう！いのちのつながり」第１２回＝
２００９年＝作品から）

べると、今年は「オーケストラ音楽のなかの登場人物」がテーマ。孫娘には少し早
いけれど連れて行きたいと思います。

（吹田市千里山西 豊島和美さん）

Thank
You
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You

ペットの写真を募集中

ビリケン募金 ３０万円突破！

shin7000

９

sakozo

月９日号「マチゴト 豊中・池田」で、ペット
特集を予定し、そのページに載せるペットの写

池

田市栄本町にあるビリケン像へのさい銭が、８
月１６日現在で合計３０万９３６５円になっ

真を募集します。自慢のペットの写真を送ってくださ

た。ビリケン像は市政７０周年を記念して池田市が

い。住所、氏名、ペットの名前、簡単なペットの紹介

２００８年に設置した。足裏をなでると願いが叶うと

を添えて、メール（info-toyonakaikeda@machigoto.

伝えられ、足元に小銭を供える人が後を絶たず、市が

jp）か、郵送で（５３０－８２５１ 大阪市北区梅田

防犯のために募金箱「ビリケンボックス」を設置して

３－４－５ 毎日新聞ローカル）
。 （編集長・梶川伸）

いた。市は集まった金を観光振興事業の経費に充てる。

後藤文さん（豊中市東豊中
町）の愛犬ナナ

編集室のつぶやき

Present

宿泊券プレゼント

取材に行く前と後で、予定していた記事の内容が変ってしまうことがよく

m_toyonakaikeda

７

多くの人になでられて、足
裏が光っているビリケン

あります。２面に掲載している「池田商議所女性会 １２日に催し」もその
ひとつで、当初は「お話しましょ！お茶しましょ！」という催しそのものに

月１２日にオープンしたグリーン

ついて書く予定でした。取材先である池田商工会議所女性会にもそう伝え、

リッチホテル大阪空港前のペア宿

実際、出し物や売店などの説明に多くの時間を割いていただきました。それ

泊券を抽選で１名様にプレゼント。はが

が話を聞いているうちに主催する女性会の方によりひかれてしまい、催しの

きに、郵便番号、住所、氏名、年齢、電

情報を減らし、女性会についての記述が中心になるように書き直しました。

話番号、職業と本紙のご感想を記入の上、

どちらが良かったのか、正直わかりません。ただ、マチゴトでは単なる情

〒５３０－８２５１大阪市北区梅田３－

報よりも「人」に焦点を当てていこうと考えています。

４－５ 毎日新聞ローカル（８／２６号）
までお送りください。発表は賞品の発送
をもって代えさせていただきます。

第２号ではミスもありました。
「落語みゅーじあむ」の記事で、数年前に終
応募締切は 2010 年 9 月 8 日（消印有効）

了していた「高座に上って記念撮影ができる」サービスが現在もあるかのよ
うに書いてしまいました。ここで訂正させていただきます。

（早川方子）

