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ママのブラス・ぽこあぽこ
赤ちゃんをおんぶで練習

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

会 費 は 月 1000 円。
参加希望者は、ホー
ム ペ ー ジ（http://
poco-toyonaka.
jugem.jp/） か ら 問
い合わせを

ホ

ールの扉を開けると、ファン

ンサートで「ウルトラ大行進」など子

「子どもを育てることは我慢するこ

ファーレが鳴り響いた。演奏し

ども向けの１２～１４曲を披露してい

と。お母さんはよく知っていますから」

ているのは女性ばかり約４０人。一見、 る。コンサート中は子どもを預けるが、

「自分のことをいつも後回しにして

普通の吹奏楽団だが、よく見ると何人

やむをえない場合は背負ったまま本番

いるお母さんたちは普通のお母さんが

かの背中や胸に赤ちゃんがくくりつけ

に臨むこともある。７月２４日に池田

趣味を続け、舞台でスポットライトを

られている。床上で眠る幼児もいる。 市民文化会館で開かれた５回目のコン

浴びている姿に感動するのでは」

練習中の大音量をものともせず眠る様

サートでは約１０００人が来場し、育

吹奏楽の楽器はたいてい大きくて重

子が何とも可愛らしくて、おかしい。

児中の女性たちが大かっさいを送っ

い。楽器を抱えた上に子どもを抱えて

た。泣き出す人もいたという。

練習に通うのは大変だが、２人は「洗

お母さんだけのブラスバンド「ぽこ
あぽこ」は、
豊中市で活動する育児サー

ぽこあぽこの副代表、藤井祐子さん

濯や掃除、食事の用意以外にもやるこ

クル。活動が演奏なので、子ども連れ

と、２００６年のバンド結成初期から

とがあるのはうれしい。荷物が重くて

の練習は普通の光景だ。３週間に１曲

のメンバー、上田華奈さんは泣いてい

も雨が降っても通い続ける理由です」

仕上げるペースで練習し、年１回のコ

た人の気持ちがよくわかるという。

と笑顔を見せた。

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

（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
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

TEL：06-6346-8255
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「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜７＞平松國和さん

ノーベル賞の南部さん、豊中市の名誉市民に
２００８年にノーベル物理学賞を

破れ」の概念を確立し、２００８年ノー

府道箕面池田線に平松國和さんが作っ

受 賞 し た 南 部 陽 一 郎 さ ん（ ９ ０） が、

ベル物理学賞を受賞した。シカゴ大学名

た「石の道・平和」がある。外国で人種

２０１１年３月に豊中市で施行された名

誉教授、大阪市立大学特別栄誉教授、大

差別を目の当たりにしたという平松さ

誉市民条例に基づき、豊中市の名誉市民

阪大学特別栄誉教授

ん。差別がない世界を表現したかったと

願い、ここがすばらしい出会いの場とな

らんことを」
とコメントする。
（進藤郁美）

話す。幅２．９メートル、奥行き８０セ

第１号となった。
南部さんは、大阪市立大学で教員だっ

ンチ。黒い部分は磨き、石の表面に黒と

た１９４９年から３年間を豊中市の自宅

白のストライプを作った。「差別がない

から通勤し、現在も米国から帰国した際

道を永遠に延ばして行くイメージ」
。全

には滞在している。

体をひねった形にしたのは人生の中にあ

名誉市民の選定にあたっては、５月に

るうねりを現した。どんな時でも手をた

名誉市民選考委員会（会長、宮本又郎・

ずさえて一緒に歩んで行こうという思い

関西学院大学大学院教授、
５人）が発足。

を込めた。「世界の人々と平和な共生を

府道箕面池田線（桜通り）にある平松國和さんの「石
の道・平和」
（1997 年）

社会への貢献度や豊中市との関わりなど

身近な生き物たち⑦ 渡りするチョウ・アサギマダラ

の点から南部さんが名誉市民としてふさ

わしいと答申し、豊中市議会９月定例会

で議決された。

鳥と同じように渡りをするチョウがい

素早く捕まえる。会の松本清さんは「こ

１０月１５日に開かれる豊中市政施行

る。アサギマダラだ。夏の暑い時期は東

の時期は晴れていれば、１匹もいないと

７５周年記念式典で名誉市民の称号が贈

北から北陸、信越地方などで過ごし、涼

いうことはない」と話した。

られる。＝情報提供・豊中市（早川方子）

しくなると南下して南西諸島や台湾まで

【南部陽一郎さん】

飛び、暖かくなると再び北上する。

１９２１年生まれ。東京帝国大学（現東

京大学）理学部卒業。
「対称性の自発的

池田市の五月山は、秋に南下するアサ
南部陽一郎さん

災害時のライフライン⑩ 通信設備・ＮＴＴ西日本

１０月３日に一般参加者を含めて行わ
れた調査会では、富山県でマーキングさ

れた個体を２匹捕獲することができた。

ギマダラの通り道になっていて、毎年９

五月山での捕獲を意味する「ＳＴ」と記

月下旬～１０月中旬にやって来る。１０

された個体は、
最南端で沖縄の与那国
（よ

年ほど前から観察を続ける「池田・人と

なぐに）島でも発見されたという。

自然の会」のマーキング調査に同行した。

会では毎年、約１０００匹にマーキン

大規模災害の被災地に住む人との安否

マーキングとは、文字通り捕獲したア

グを行っている。五月山のアサギマダラ

確認手段として定着しつつある災害用伝

サギマダラに油性ペンで捕獲場所、日時

がどこまで飛んでいくのか、楽しみだ。

言ダイヤル「１７１」は、阪神大震災を

などを書き込む作業だ。チョウに直接書

きっかけに開発された。ピークに通常の

き込むことに驚いたが、アサギマダラ

約５０倍の通話量となり、交換機がパン

は鱗粉（りんぷん）がほと

クする事態となったからだ。震度６以上

んどないため問題ないとい

の地震を一定の基準として、集中豪雨や

う。

台風など、大きな自然災害時に設置さ

五月山の日の丸展望台手

れ、東日本大震災では録音約５８万コー

前の広場付近には、アサギ
通信遮断地域にポータブル衛星通信機の搭載車で特
設公衆電話を設置（和歌山県新宮市で 9 月 7 日）

マダラがみつを吸うヒヨド

年に何度か体験利用することができるの

９月３日に上陸した台風１２号は、近

ヨドリバナから毒の成分を

で、いざという時のために豊中、池田市

畿地方南部を中心に通信設備にも大きな

取り入れるためアサギマダ

民も１度試してみてはどうだろうか。

被害をもたらした。大規模な土砂崩れで

ラは鳥に食べられず、ゆっ

陸の孤島となった奈良県十津川村へは、

たりと飛ぶ。白いタオルを

交換機バッテリーの倒壊などの被害を受

技師が衛星電話とともに自衛隊のヘリコ

ぐるぐる回すと近寄ってく

けたので、ハード面の耐震性も整備した。

プターに乗り込み、緊急通信手段の確保

る習性があり、虫取り網で

東日本大震災後には、津波、原発事故、

に向かった。自衛隊とは年に１度実動訓

大規模停電を想定に含めた対策を講じて

練を行っており、速やかな復旧作業がで

いるところだという。

きる体制を整えている。

ル、
再生約２８０万コールが利用された。

「１７１」は毎月１日と１５日のほか、

阪神大震災では通信ケーブルの切断や

台風 12 号によって倒壊した電柱の復旧作業（和歌山県中辺路町で 9 月
15 日、写真はともに NTT 西日本提供）

通信ケーブル損傷のた
め通信遮断が発生した和

（礒野健一）

リバナの群生地がある。ヒ

オス（左）はメスより小さく下羽根に黒い斑点がある。マーキングの
「HS1ST」は「人と自然の会、通し番号、五月山で捕獲」の意味

８３．
７ＭＨｚ ＦＭ千里の声⑪ 三嶋真路さん
◆「三嶋真路のＲＯＣＫ ＢＲＥＡＫＥ

ト」も放送

ＲＳ（日曜日１６時～１７時）担当

◆前号で紹介した小高麻友美さんの番組

歌山県新宮市、古座川町

パンクバンドのボーカルから、ディス

「小高麻友美のミュージックストーリー

では、ポータブル衛星通

クジョッキーに転身した。約２０年の

ズ」の放送時間が間違っていました。関

信機の搭載車が出動し、

キャリアを持つが、「特に話すのが得意

係者の方をはじめ、大変ご迷惑をおかけ

市役所や小学校などに特

というわけではなかった」という。父が

いたしました。正しくは日曜日午後１時

設公衆電話が設置され

フリーカメラマンだったことから写真の

半～２時です。ＦＭ千里の番組は、イン

た。搭載車はＮＴＴ西日

仕事にもあこがれを抱き、スタジオアシ

ターネットのサイマル放送でも聴くこと

本管内で５８台、うち大

スタントの仕事も並行してやっていた

ができます。

阪府内には３台が用意さ

が、「何か音楽に関わる仕事がしたい」

れており、こうした緊急

と決意した。

時には近隣府県からも出

番組ではマニアックなパンクバンドを

動し、住民の通信手段確

紹介し、コアなファンから人気を集めて

保を担っている。

いる。「たくさんの人から支持が得られ

ＮＴＴ西日本災害対策

るものではないが、よそではかからない

室の西原満さんは「台風

曲を流す濃さが売り。口コミで『変な番

被害は毎年一定数起きる

組やってるで』と広がってほしい」と、

と想定し、対策は万全を

思いを語る。

心がけている。管内には

東日本大震災の後、宮城県塩釜市でイ

離島も多く、台風が接近

ンディーズバンドを組む人からメッセー

しそうになると船が欠航

ジをもらい、彼らの曲も紹介した。「今

する前に予め技師を島に

すぐバンド活動をするのは難しいけど頑

入れ、被害に迅速に対応

張ります」というコメントに「うれし

するようにしている」と

かったなあ」と笑顔を見せた。（礒野健

話した。

一）＝コミュニティＦＭ千里木曜日午前

（礒野健一）

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

「日本のハードコアパンクは世界トップクラス。ワー
ルドカップやったら優勝しますよ！」

お問合わせ先

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編⑫
デジタルカメラがなかった時代の写真

ぱなしです。

3

「赤ちゃん産むんだ」の気持ち大事 直原廣明さん

ント、
その通り。
彼女にはいつもやられっ

【二ひきのこぐま】

TEL：06-6346-8255

（絵本を楽しむ会・Ｍ）

「初めて出産を迎える女性にはさまざ
まな不安がありますが、まずは『私は赤

気軽に相談して下さい」 （礒野健一）
【医療法人廣仁会

直原ウィメンズクリ

絵本です。大自然の中で撮られた子ぐま

ちゃんを生むんだぞ』という強い気持ち

ニ ッ ク 】 豊 中 市 新 千 里 南 町 2-11-1 ▽

たちの可愛い仕草に、思わず魅せられま

が大切です」
。そう話すのは豊中市新千

06-6871-0314 ▽木・土午後、日祝休診

す。さて、写真は修正できるようになっ

里南町にある直原（じきはら）ウィメン

ても、子どものシャッターチャンスは１

ズクリニックの直原廣明院長だ。「早く

度きりです。３兄弟の運動会のさなか、

生まれてきてね」「お母さんも頑張るよ」

突然ビデオカメラがつぶれました。
「ど

という思いが、お腹の赤ちゃんにも伝わ

うしてこんな大切な時に！」と大慌てす

り、よいお産につながるという。

る私に、娘は「母さん、大切な時だから

ビデオ撮ってるんでしょ。だから、大切

な時にしかつぶれないのよ」と一言。ホ

出産は父親の役割も大きい。「私も子
「二ひきのこぐま」作：イーラ
ぐま社）

訳：松岡享子（こ

どもが生まれる時に何か特別できたわけ
でもないですが、そばにいてあげるだけ
でお母さんは心強くなります。そこにい

子どもと楽しみたい絵本 てくてく編②

【ぼくはあるいた まっすぐ まっすぐ】

るという存在感が、安心感につながりま
す」。不安になる母親の話し相手になる、

でバスに乗せ、長男と末っ子を自転車に

少しでも早く家に帰るなど、一緒にいる

乗せて、
友達の家に遊びに行かせました。

時間を作ることが大事だという。「それ

１歳３カ月違い。２人が幼稚園の友達の

それも大冒険ですが。この作品の主人公

で男性も子供が生まれることを実感し、

家に遊びに行くとなれば、末っ子が昼寝

もおばあちゃん家まで大冒険をしたよう

父親の自覚が生まれます」

している間に、それぞれの友達の家に送

ですよ。おばあちゃんの言うことを守り

らなければなりません。送り届けるのに

ながら、ね。

我が家の３兄弟は、１番目と２番目は

（絵本を楽しむ会・Ｍ）

出産は人生の一大イベントだ。「だか
らこそ、いい思い出にしてもらいたい」
と直原さん。「悩みは１人で考え込まず、

１時間はかかります。また、昼寝と外出

「最近はインターネットで色々と情報も得られます
が、妊婦さん仲間で情報交換するのもいいですよ」

時間が同時になることは少なく、末っ子

子育てサークル⑯ おはなし会 とっとこ

を家に置いて行かなければならないこと

がよくありました。困った時、歩行器に

乗せた末っ子を洗面室に閉じ込め、２人

とっとこ」は、９年前

好きなので図書館から借りて家でもよく

を自転車に乗せて大急ぎで出かけまし

に「とよなか男女共同参画すてっぷ」の

読んでいますが、こちらのサークルの方

た。帰ってきた時の末っ子の顔を見たと

情報ライブラリーが主催した「絵本の読

がより集中して聞いているみたい」と顔

たん、なんてことをしたんだろうと自分

み聞かせ講習会」の受講生が発足させた。

をほころばせた。

を責めました。涙と鼻水でいっぱいの、

現在は８人の読み聞かせボランティアが

何とも言えない悲しげな顔をしていまし

た。それからは、しっかり者の娘は１人

「おはなし会

文：マーガレット・ワイズ・ブラウン 訳：坪井郁美
絵：林明子（ペンギン社）

参加費は無料。
事前の申し込みは不要。

毎月第１、３月曜日の午前１１時から、

（早川方子）

とよなか男女共同参画すてっぷ（豊中市
玉井町１、エトレ豊中５階）のキッズス

子育てワンポイントアドバイス⑮

ペースで、就園前の子どもとお母さんを
対象に絵本の読み聞かせや、手遊びなど
をしている。

池田市の子育てサークル「ロケット

「今の子は恵まれすぎていて、苦しむ

キッズ」の世話役、木田弘子さんがかつ

という経験が不足しがち」と指摘する木

ボランティアの多くは子育てを終えた

て勤務していた保育園では、毎年秋にな

田さんは、
「その分、最後まで登りきっ

ベテランお母さん。メンバーの１人であ

ると年長組による五月山“登山”があっ

た達成感は大きいですよ」と話す。

る荻原雄子さんは「子どもは大人よりも

た。

“登山”という難関を突破した後は、

「階段を使わずに、傾斜をよじ登って

いくんですよ」
大イチョウが生えている辺りから展望

台まで、素手で地面や草を掴みながら

正直な反応があるので、私たちも楽しん

それまで何かにつけ消極的だった子が活

でいます」とニッコリ。１歳２カ月の娘

発になるなどの変化が見られたそうだ。

と参加した村内早矢香さんは「娘が絵本

1 歳未満の参加も多い。マットレスの上なので、赤
ちゃんでも気楽に参加できる

１つのことをやり遂げたという経験が自

わが家の宝もの

信を持たせたのかもしれない。

登っていくのだそうだ。
年長組というと、

「自然は家庭ではできないしつけをし

ほとんどが５歳児。体力には個人差があ

てくれます。地域の身近な自然をぜひ子

るので、うまく登れない子も出てくるが、

育てに役立ててくださいね」

「なだらかな傾斜へそれとなく誘導して

こんなところに

わが家の宝もの
お母さんの

お人形が置いてあ

ひ ざ の 上 で、

る！ と 思 っ た ら、

一緒に手作り

やれば大丈夫」
。子どもが泣いてしまっ

【木田弘子さん】
池田市在住。子育てサー

ももかちゃんで

の写真立てを

たら、
保護者が側について励ましてやる。

クル「ロケットキッズ」でボランティア

した。ぷくぷくの

つくる心花

要は最後まであきらめさせないことなの

の保育士として活動中。毎週火曜日には

ほっぺと大きな瞳

（このか）
ちゃ

だ。

無料の育児相談も行っている

がかわいいでしょ

ん。上手にハ

う？

お人形だっ

サミを使ってお花の模様を切り取った

たら買って帰るの

り、
まっすぐにスタンプを押したり、
とっ

になぁ。残念。

ても器用でした。かわいいものが大好き

（早川方子）

生まれ変わったマチカネくん
４５万年前に豊中市に生息していたと

されるマチカネワニをもとに、豊中市の

シンボルキャラクターとして親しまれて

50 周 年 記 念 の
時のマチカネく
ん（右）とマチ
カネさっちゃん

このかわいい目でじぃっと見つめられ
ると、ドキドキしてしまいます。

女の子も
（５歳）

きた「マチカネくん」が、１０月１５日

に迎える豊中市政７５周年に合わせて生

まれ変わった。

絵本『おんなのこだから』を読んで

２５年前には茶色だった体は鮮やかな

緑色となり、スマートだった体型もずん

ぐりと丸くなった。２５年前には隣にい

た「マチカネさっちゃん」の姿が見え

ず、市の広報課に行方を聞いたが「さあ

……」とはぐらかされた。２５年の間、

75 周 年 事 業 の
イベントなどで
登場するマチカ
ネくん。浅利市
長と一緒に

わいいよ！

わが家の宝もの
取材先にいた莉
子（りこ）ちゃん。

たかし「女の子はバレリーナで、男の
かすみ「今は

かわいいお顔とサ
ラサラの髪にひか

子は野球やで」
女の子も野球できるよ

うになってんで。テレビでやってたもん」
たかし「ほんまやなー」

マチカネくんにも色々あったらしい。
独身になり新たなスタートを切ったマ

なんですね。そんな心花ちゃんが一番か

れて思わず頭をな
でたら、莉子ちゃ
ん、固まってしま
いました。……ご

（豊中市・子どものつぶやき展より）

めんね、怖かった

チカネくんは７５周年事業など、市内の

んだよね？

さまざまなイベントに登場して活躍する

を、これ幸いとパチリ。固まった姿もか

予定だという。

わいいです。

（早川方子）

微動だにしない莉子ちゃん
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TEL：06-6346-8255
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家族の時間をサポート クラッシー・仲村さん
「帰宅して、部屋がきれいに掃除され

【クラッシー・ファミリーコンシェルジェ

ていたら、気持ちに余裕ができる。そう

関 西 】 芦 屋 市 船 戸 町 8-15 ▽ 0120-88-

なると、料理を一品増やそうかなと思っ

7502 ▽ http://www.family-concierge.

たりする」
。北摂を含む京阪神で、家事

co.jp/ ▽同社ではスタッフを募集中

代行など生活総合支援サービスを手掛け

る「クラッシー・ファミリーコンシェル

ジェ関西」のサービススタッフ、仲村美

幸さんは、クラッシーが目指すサービス

には、「家族の時間を大事してほしいと

いう思いを込めている」と話す。
「数年前まではお金を払って掃除して

もらうのは特殊なことで、家事をさぼっ

ているような後ろめたい気持ちがあった

ようです」と仲村さん。最近は、掃除を

任せることで、時間と心にゆとりができ、

そのゆとりを家族のために使えるように

なったと、利用者から喜びの声が増えて

きたという。
仲村さんも仕事を持つ主婦。
「帰った

時、部屋が片付いていたらどんなに幸せ

だろう」という本音は、サービスに込め

た思いに通じている。

（進藤郁美）

ネイリストでもある仲村さん。「クラッシーにはア
ロマやネイル、エステなどメニューもあります」

エコリング曽根店 世界規模の販売網で買い取り
「どうしてこんなに高く買い取ってく

れるの？」
「汚れた中古品まで買い取っ

てくれるのは何で？」
エコリングで買い取り査定をした人

は、提示額を見てよくそんな質問をする

という。曽根店の副店長・武田博文さん

は「世界規模の販売網を持ち、１番需要

のあるところに売るからこそ出せる価

格」
と話す。量販店で買ったＴシャツも、

縫製のほつれや革のキズがあっても買い取る

アフリカで需要が高いため

査定額が出る。「使いかけ

の化粧品や香水も、数を集

めれば世界のどこかに需要

がある。捨てる前に持って

きてもらえれば頑張って査

定します」

（礒野健一）

【エコリング曽根店】豊中

市長興寺南１丁目３－１▽

０１２０－８５０－７８５

▽１１時～２０時▽第２

水 曜 定 休 ▽ http://www.

k-ecoring-no1.jp/

パソコンで相場などを調べながら鑑定をする武田博文副店長

豊中市、池田市の皆様に伝える

マチの伝言板
誰でも参加できる情報コーナー
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。

プロの女性スタッフにお任せ下さい
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します。
共働き、高齢者、単身者、産前産後、
引越前後、入退院時などに便利。
経験豊富なプロの女性スタッフ２～３人
がチームになって、定期訪問いたします。
損害賠償保険加入。清掃用具、洗剤持参
プライバシー絶対厳守。まずはお電話を
( 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、おしゃれで
安心なお店です。お気軽にどうぞ。
蛍池駅西側すぐ。
☎ 06-6855-6903（水曜定休日）

素敵な花 プリザーブド
ブーケ、リース、額、その他ご希望通り。
花歴 32 年。持参致します。3000 円から。
お花工房 yosi ☎ 090-3610-0298

キム韓国語教室 受講者募集
あなたも字幕なしで韓国ドラマが見ら
れ ま す。 個 人 2500 円 / 回、 グ ル ー プ
2000 円 / 回 ☎ 090-3713-0362（キム）

外国人講師の英会話 曽根―岡町
秋から 今度こそ始めませんか？
安心の月謝制、楽しく丁寧な指導
少人数グループ、プライベートレッスン
お友達ご家族と一緒にセミプライベート
英検、TOEIC 対策のレッスン有
毎週火水金日曜日 大人、学生、子供
マンツーマンの無料体験 随時受付！
「イングリッシュホーム 曽根」で検索
06-6854-4040 afc328@hotmail.co.jp

着付教室 蛍池駅前
お手持ちの物で即お稽古。月～土曜日
10 時～ / 入学金 3 千円 / 見学自由
蛍池 浪速きもの学院 06-6843-1441

なおのエレクトーン・ピアノ教室
月謝￥5000 ～年齢・性別は問いません
無料体験レッスン実施中です♪
お友達と一緒に体験レッスンも OK ！
鍵盤楽器を持っていなくても OK ！
この機会にエレクトーン＆ピアノに
一度触れてみませんか？ お問合わせ、
申込みは、倉橋奈緒☎ 080-6178-7182
または naoblue@live.jp へお気軽に♪
URL http://naorange.jimdo.com

オーナー・店長候補を募集！
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

お問合わせ先

２人で１５０歳のおふくろの味 蝶六
豊中市本町１、市立大池小学校の隣に

TEL：06-6346-8255
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編集長のズボラ料理⑳ マグロのバルサミコ焼き

そんな姉妹を
「めちゃ可愛いお母さん」

和歌山県の南、ＪＲ紀伊勝浦駅で降り

マグロの刺し身があったそうだ。大将は

「蝶六（ちょうろく）」がある。
「２人合

と慕っているのは、ビストロ疋田（本町

ると、駅前に足湯があった。足をつけて

それが気に入らない。香川県ではマグロ

わせて１５０歳」と笑顔を見せる姉の岸

４）の疋田恒朗さん。毎日でも食べたい

あたりを見回すと、「マグロ」の文字が

が獲れないからだ。僕はマグロが好きだ

本洋子さん、妹の花山千鶴子さんが、昼

昼ご飯だと話す。
１番のお気に入りは「牛

やたらと目につく。さすが、マグロの水

が、
大将の怒りに押され、
「マグロなんて」

におふくろの味を食べさせてくれる食事

ミンチやタマネギを炒めたものを包みこ

揚げ港だと感心していた時、隣で足を暖

と、ついうそをついてしまった。

どころだ。２００７年に、岸本さんの息

んだオムレツ」
。子どものころ、母親に

めていた人に、前の店からマグロまん

所変わって今度は大阪。友人に大のマ

子、隆嗣さんが開店させた。夜は隆嗣さ

食べさせてもらったような味で、懐かし

じゅうが届いた。出前サービスだった。

グロ好きがいる。久しぶりに会い、安い

んが切り盛りする居酒屋になる。

いという。
「マヨネーズとソースを混ぜ

僕も便乗した。豚まんの具の代わりに、

すし屋で昼のサービス定食を腹におさめ

「現在は銀行になっている豊中駅前に

てドロソースみたいにして、ご飯と一緒

マグロ身をつぶして煮付けたものを詰め

た。しかしもの足りない。すしの激戦

戦前、祖父が経営する料理屋があった。

に食べるのが大好きなんです」と、人気

た「マグロまん」だった。まあ、豚まん

区、大阪市・天神橋商店街に足を伸ばし

祖父が喜劇俳優、曾我廼家（そがのや）

シェフから意外な言葉が出た。

の方がおいしい。しかも、具を湯の中に

た。２人の間で取り決めをした。「マグ

落としたので、良い印象は残っていない。

ロを食べよう」
。要は安いからだ。春駒、

蝶六さんのごひいきだった。そこから店

定食は料理３品にご飯、みそ汁、香の

名は蝶六に」と岸本さん。
「幼少のころ、

物が付いて７８０円。取材日は疋田さん

さすがに具は泳がなかったので、ほかの

すし政、奴寿司と回って、マグロのすし

祖父の店の板場に行っては、じーっと料

が好きなオムレツ、ブリの照り焼き、切

人に迷惑をかけることはなかったが、さ

をつまみにビールを２人で１本ずつ飲ん

理を作るのを見ていた」と言い、姉妹が

り干しダイコンだった。

りげなくすくい取ってポイした。

だ。昼食にすし屋４軒。ようやるわ。

（進藤郁美）

作る料理の原点になっている。
おふくろの味は日替わり定食のみ。前

日に２人で買い出しに行き、仕込む。朝

８時から調理を始める。
「冷凍は使わず、

料理にもダシにもこだわっています。お

客さんに出すものやから１品１品、丁寧

仕事については「お客さんと話すのが楽

しくて、張り切ってるから大丈夫。営業

が終わったら『あ～しんど』となるけれ

ど……」と笑った。

蝶六

ボーゼム豊中
第一ビル
豊中
阪急ビル

三井住友
銀行

豊中駅

線
塚
宝
急
阪

に作っています」と話す。立ちっ放しの

足湯を出て、マグロうどんも食べた。
大池小学校

岸本ビル
りそな
銀行

国
道
17
関西
6号
アーバン
線
銀行

阪急豊中駅から東へ徒歩約 2 分。豊中市立大池小学
校隣

【蝶六】豊中市本町 1 － 7 － 3、岸本ビル 1 階▽ 11 時～ 15 時▽土曜、日曜、祝日定休▽ 06 － 6842 －
4050 ▽岸本洋子さん（左）と花山千鶴子さん

５０００人の救命講習でギネスに挑戦

熱いきつねうどんの上に、マグロの刺し

が、昼はお得なメニューがある。ある小

身が６枚乗っていた。最初は中が赤く、

料理店で、マグロ丼を食べた。たれに驚

しゃぶしゃぶのようだが、次第に熱が通

いた。
ドミグラスソースがかけてあった。

り、白くなっていく。まあ、きつねうど

マグロは融通がきくのだと知った。

んだけの方が良いような気がする。
所変わって高松市。ある日、行き付け

フライパンで焼く。油は使わない。それ
だけなのだが、バルサミコの力でちょっ

怒っている。香川県の観光キャンペーン

と変わった照り焼きになる。まあ、刺し

があり、旅行会社の人たちを招いて立食

身の方が無難で、たまには目先を変えて

パーティーが開かれた。そのメニューに

みる、といった程度だが。

（梶川伸）

カイワレを添えると色のコントラストが良い

機関紙から⑧ 庄内神社社報たちばな第１５号
社頭で神職が参拝者から、特に多く聞

１０月１５日午前１０時半から曽根南町

マグロの刺し身にバルサミコをつけ、

の小料理店「活」に顔を出すと、大将が

【社頭（社殿の前）質問コーナー】

「救命力世界１」を宣言する豊中市は

大阪市・北新地には値のはる店が多い

我々神社界は、日本の風土、文化、歴
史等を後にまで伝えてゆく義務がありま

１の豊島公園で、１度に５０００人規模

かれた質問をご紹介致します。

す。その中で季節の変わり目は春夏秋冬

の救命講習を行う「プッシュでギネスに

質問「神主さんの装束ですが、シーズン

の節分を基準としますので、夏物は立夏

挑戦」の参加者を募集している。

より早く衣替えして、遅い時期まで着ら

から
（毎年５月６日頃）
、
合冬物は立冬
（毎

れているようですが、それは何故（なぜ）

年１１月８日頃）に替わります。

救命講習は市制施行７５周年記念事業

の一環で行われる「救命力世界１チャレ

ですか？」

ンジ防災フェスタ」
のメインイベント
（受

回答「洋服に合冬物と夏物が在るように、

け付けは午前１０時まで）。事前に申し

参加者には豊中市オリジナルのアトムのロゴマーク
が入った修了証とトートバッグをプレゼント

装束にもそれが在ります。一般的には合

ただ基本的にはそうであっても、我々
もその季節や気温に合わせたりします事
を書き添えておきます」

込みが必要で、定員になり

冬物から夏物に替わるのは６月に入って

【庄内神社】豊中市庄内幸町５－２２－

次第締め切る。

からで、夏物から合冬物に替わるのは、

１。「たちばな」は年２回発行。神社境

１０月に入ってからが普通です。

内で無料配布

会場には地震や消火の体

験 コ ー ナ ー、 バ ッ テ リ ー

豊中市立図書館が「暮らしの課題解決支援」開始

カーなどもある。また、北

摂会のシェフが「北摂１の

こだわり屋台」を開き、当

豊中市立図書館は、暮らしの課題解決

千里「ビジネス・就業」
、野畑「子育て・

日限定メニューを販売した

のため図書館を一層活用してもらおう

ドメスティック・バイオレンス」で、国

り、食育体験教室を開いた

と、１０月１日から各図書館で医療や子

の「住民生活に光をそそぐ交付金」を活

りする。箕面自由学園のチ

育てなどテーマを定め、関連した図書や

用し、新たに約２５００冊を整備した。

アリーディング、大阪音楽

資料などを充実させる「暮らしの課題解

また、図書館の利用方法や資料の探し方

大学のコンサートも。入場

決支援サービス」を始めた。テーマは、

などを紹介する冊子「検索なび」を発行

岡町「医療・健康」、庄内「多文化共生」
、

する。＝情報提供・豊中市（早川方子）

無料。

（進藤郁美）

救命講習の申し込み、問い合わせは豊中市消防本部 06 － 6853 －
2345 へ
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お問合わせ先

まちなみ探訪① 池田市綾羽の町家を歩く

TEL：06-6346-8255
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三国街道をゆく①豊中市豊南町東～服部緑地

阪急宝塚線池田駅下車、北に伸びる商

お好み焼きのメニューの横にタコ焼きの

三国街道は豊中市と吹田市の境界を流

店街を抜けると伊居太（いけだ）神社が

メニューが並んでいる。チーズ入りやエ

れる高川の堤に沿って北上する。江戸時

「２年前に越してきて、前からこの文字

五月山を背にして鎮座する。旧能勢街道

ビ入りなど、その数１０個。珍しいなと

代は、現在の豊中市上新田、寺内などの

の意味が気になっていたのだが」と、同

を横切り急な階段を登りきると、大樹が

テーブルを見るとお好み焼きの鉄板の横

タケノコをはじめとする農作物を大坂に

じように首をかしげた。

うっそうと茂った薄暗い中に拝殿と本殿

にたこ焼きの鉄板が並んでいた。お好み

運んだ。堤防道は松並木だったという。

名神高速の下をくぐるが、そのあたり

が南北に並び、回廊のように社殿や蔵が

焼きを注文すると、「お兄ちゃん自分で

出発点は高川が神崎川に流れ込む豊中

から、豊中市側の鉄柵にも花の絵が浮か

囲む。凛（りん）とした空気の中に神が

焼ける？」
と聞いてきたのでお願いした。

市豊南町東３とした。神崎川の河川敷に

び上がる。名神の手前の草むらでも、小

意外と話好きな女将で、町の歴史を説

は、水位を計る細長い板が立っていて、

さな道標を見つけた。仏像のレリーフの

かりなパワーを感じた。

る。通りかかかった夫婦に聞いてみた。

南に下ると昭和時代の家並みに明治の

明しだした。うなずいて聞いていると自

家が点在する。町屋の中２階、通りに面

慢話が始まる。
「ここで５６年やってき

した部分に、格子の部分を漆喰（しっく

た。こんな店やけど有名やで。同業者が

高川にかかる豊吹小橋の西側の堤防上

堤防を歩く。
こちらは車は通れないうえ、

い）で塗り込めた虫籠窓（むしこまど）

良く食べに来る」お好み焼きをいただい

を、北に向かって歩く。川の向こうは吹

木立の中を進むので、
散策には良い道だ。

が目にとまった。塗り壁の家の１階は雰

てびっくり。なるほど美味い。
「冷めて

田市、右岸の豊中側の堤防を進む。豊能

ただし、進んで行くと、工事で通行止め

囲気を残して上手にリフォームされてい

も美味いお好み焼きや」

自然歩道の標識が立っていた。「神崎川

となり、やむを得ず引き返した。

た。２種類のうだつが残る黒漆喰の商家

入店時は誰もいなかったのに、食べる

は商人の心意気を残している。迷路のよ

ころには満席になっていた。すっかり池

うに小路が入り交じるのは城下町だった

証拠であろうか。低い家並みが続く中、

「淀右水」と書いてある。堤防までの高

下に文字が刻まれ、
「みのを」と読めた。

さは約７メートルだった。

０．２ｋｍ

稲荷橋を吹田側に渡り、今度は左岸の

服部緑地３．０ｋｍ」と書い

豊中側の堤防に戻る。松が多くなって

てある。この標識は所々に立っていた。

くる。アーチ状の窓のようなデザインの

田の町とお好み焼きのファンになって出

下高川橋を過ぎると、吹田側の堤防の

歩道橋を見ながら進むと、都市緑化公園

てきた。商店街は先ほどよりもにぎわっ

鉄柵に花の模様が現われる。間隔を置い

に通じる道の前を通り、新宮池のほとり

突然背の高い立派な蔵がそびえ立った。

ていた。盆踊りの輪が広がり、地元の人

た縦の鉄柱に赤と緑の色が塗られ、正面

を歩く。池のそばに石仏を納めた小さな

窓回りの鏝絵（こてえ＝漆喰で作るレ

が歌う池田音頭の歌詞に聞き入った。池

から見ると何のことだか分からないのだ

堂と、小さな社が並んでいた。

リーフ）が凝っている。

田は祭りが似合う普段着の町である。

が、斜め前方や斜め後方に向かって見る

服部緑地を通る。江戸時代には、幕府

雨が降り出したのでアーケードのある

【水原哲二さん】豊中市でリフォーム会

商店街に戻った。
「ひばり」という看板

社を経営するかたわら、趣味で全国の古

堤防上の草むらに、石の道標が隠れ

の火薬が、三国街道を通って大坂へ運ば

のお好み焼き屋ののれんをくぐると、元

い街並みを散策している。「水原社長の

ていた。「大神稜道」と彫ってあるよう

れたと、資料にあった。やがて新御堂筋

気なおばさんの声が響いた。
「いらっしゃ

まちなみ探訪」http://grandma-homes.

に読める。側面の文字からは、大正５

に出る。ここからしばらく、街道は新御

い。クーラーの良く掛かる席にどうぞ」
。

com/town/

2 階正面左端など 3 つのうだつがある商家（池田市綾羽 1）。うだつは隣家との境界に取り付けられた防火壁で、
昔その高さを競ったところから、なかなか出世しないことを「うだつが上がらない」という

読者２０人と大阪市・中津から三国へ

と、それが花のデザインとなる。

（１９１６）年に立てられたことがわか

の火薬庫「焔硝蔵（えんしょうぐら）
」

堂筋にまぎれてゆく。

（梶川伸）

服部緑地近くにあるアーチ型の窓のついた歩道橋

１１月３日に読者とゆく能勢街道２回 参加者募集

マチゴトは１０月１日、
「読者とゆく

の話を聞いた。神津神社では、境内に残

マチゴトは、読者のみなさんと旧能勢

の昼間）
、メール（info-toyonakaikeda@

能勢街道」の第１回を開いた。連載企画

る道標について足立博史宮司から説明を

街道を歩く「読者とゆく能勢街道」の２

machigoto.jp）で申し込み。住所、
氏名、

「能勢街道をゆく」が終了したのを記念

受けた。また、写真などをもとにした記

回目を１１月３日（木・祝）に開くこと

男女の別、
生年月日、
電話番号が必要【定

したウォーキングで、２０人が参加し、

念日ケーキで人気の三国力餅を訪ね、小

になり、参加者を募集します。当日の模

員】３０人で先着順（定員後の方にはお

梶川伸・編集長が案内役を務めた。

林哲三さんから作り方を聞いた。親子で

様は後日、新聞とウェブに掲載するため、

断りの連絡をします）【注意事項】雨天

阪急宝塚線中津駅に集合。能勢街道の

参加した岩木とよ子さん、まどかさんは

写真と動画の撮影もしますので、ご了承

決行。歩きやすい靴を着用。水かお茶を

中国街道（西国街道）からの分岐点、大

「お菓子屋の本店に行くのが好きなので

ください。

持参。集合前にトイレに行っておいてく

阪市大淀区中津に残る「元萩之橋」の石

楽しかった」と話し、２つの店で和菓子

碑をスタートし、十三の渡し跡の石碑な

やケーキを買い求めていた。（早川方子）

【日時】１１月３日（木・祝）午前９時
半、阪急三国駅改札口外集合【ルート】

ど街道にちなむ場所や、Ｊ

三国駅―庄内―史跡春日大

Ｒ能勢街道架道橋といった

社南郷目代―服部天満宮―

街道の名をとどめる所を訪

服部駅（街道からそれた街

ねながら、阪急三国駅まで

歩きも楽しみます）
【距離

約５キロを歩いた。

と所要時間】約６キロ、約

和菓子店「喜八洲（きやす）

道をゆく」執筆の梶川伸

総本舗」では、名物のみた

【参加費】資料代、保険料

らし団子の接待を受けなが

などを含め５００円、集合

ら、中田八朗社長の「甘い

場所で徴収【申し込み方法】

ものの専門店として、普通

ファクス（０６－６３４６

ている」といった経営戦略

－２４５７－３６２５（梶川）

３時間【案内人】
「能勢街

途中、街歩きも楽しんだ。

の店よりやや甘みを強くし

ださい【当日の緊急連絡用電話】０８０

十三の渡しがあったあたりを見学する参加者（淀川堤防で）

－８２５６）
、電話（０６
－６３４６－８２５５平日

三国の渡し跡の石碑

お問合わせ先

実りの秋に感謝 豊中・池田の秋祭り
農業国の日本では、実りの秋に五穀豊

TEL：06-6346-8255
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見えないコスト可視化 顧客とともに未来を作る

ら氏子による太鼓の奉打が行われる。

車にかかるコストは、１０年前と比べ

合が重い業界。だからこそ『人生設計を

穣（ごこくほうじょう）を感謝する祭り

【住吉神社・服部南町２】１４日宵宮祭、

て約１０％上昇している。長く続く不

しやすくしましょうよ』という提案がで

が全国の神社で行われる。豊中市、池田

１５日例大祭で神楽奉納。１５、１６日

況の中、２０００年には５．８年だった

きる。お客様にそう言えるスタッフは魅

市で１０月に行われる主な秋祭りをピッ

は太鼓と子供神輿の宮入りが行われる。

平均車齢（車を買い替えるまでの期間）

力的だし、日本一の仕事になると思う」

クアップした。

（礒野健一） 【豊中稲荷神社・本町７】１６日太鼓台、

【 八 坂 神 社・ 熊 野 町 ３】 ８ 日 宵 宮 祭、

１０日例大祭。８日午後５時から子供台

１０年前のコストがカーライフを充実さ

５０年続けられた理由を社員に質問して

せるものだったのに対し、今は維持管理

みたところ「トヨタの看板じゃないか」

１７日大祭。
１６日午後６時半ごろから、

費が中心となっている。「車に対するそ

という答えが多かった。しかしネッツト

太鼓約１５基が勇壮に宮入りする。

うしたお金の使い方は、よく考えれば非

ヨタニューリー北大阪は、全国のネッツ

合理的だとわかる」と話すのは、豊中市

店の中で「１人の顧客に対する取引額が

を中心に８店舗を展開する新車ディー

１番多い」という実績を持つ。それは即

ラー・ネッツトヨタニューリー北大阪の

ち、顧客との信頼関係の構築が、最もう

小西敏仁取締役だ。

まくいっているという意味だ。

額、
大人台額の巡行。
台額は高さ約５メー

トル、重量約５００キロの行燈（あんど

ん）
。８時からは豊中市無形民俗文化財

◆池田市
【亀之森住吉神社・住吉２】１６日午前

指定の獅子（しし）神事が行われる。

１０時ごろから花笠太鼓宮入り。２０日

【住吉神社（若宮さん）
・若竹町１】８日

午前１１時から祭典。神楽奉納が行われ

宵祭、９日本祭。８日午後７時から子供

神輿（みこし）の町内巡行。９日午後６

時半から太鼓、額、子供神輿の巡行。

【 原 田 神 社・ 中 桜 塚 １】 ９ 日 宵 宮 祭、

会社は今年で創立５０周年を迎えた。

【庄内神社・庄内幸町５】１６日宵宮祭、

神輿など宮入り。１７日例大祭。

◆豊中市

は、２００９年には７．５年に延びたが、

「車のコストには３種類ある」と小西

「それに気付いていない社員も多い。

さんは言う。１つ目は「見えやすいコス

自分の仕事にもっと誇りを持って欲しい

【呉服（くれは）神社】１８日午前１０

ト」だ。車のローン、ガソリン代、駐車

し、私たちもそれをしっかり伝える必要

時から祭典。境内に釜を出して湯立神事

場代、メンテナンス代などがそれに当た

がある」と、小西さんは自戒も込めて話

が行われる。

る。２つ目は「見えにくいコスト」で、

した。
「お客様と一緒に問題を解決し、

る。

１０日本殿祭。９日午後７時から、豊中

【畑天満宮】２２日宵宮、２３日本宮。

これは税金や車検代だ。そして３つ目が、

未来を考える仕事だと気付いた時、なん

市無形民俗文化財に指定されている獅子

２３日午後７時１５分から太鼓の宮入

故障のリスクや下取り価格の下落といっ

て素晴らしいのかと思った。みんなが自

神事が行われる。胴回り約３．５メート

り。乗り子の乗った神輿を担いで急な階

た「見えないコスト」だ。

分の子供に自信を持って『うちの会社来

ル、高さ約１．３メートルの特大たいま

つが燃える中、獅子頭が舞を舞う。

「後者２つのコストを把握できず、人

段を登る様は圧巻。
【神田八坂神社】２２日宵宮祭、２３日

いよ』と言えるようになりたい」

生設計が狂っているお客様も多い。今の

【宮山春日神社・宮山町１】
１２日に秋祭。

例祭。２３日午後１時からは伊勢音頭を

車の売り方は定価から値

午前１１時から献湯神事、午後２時から

歌いながら幟（のぼり）が宮入りし、神

引きをし、お買い得感を

神楽（かぐら）奉納、午後５時２０分か

輿渡御が行われる。

与えていくというのが一

（礒野健一）

般的。見せ掛けだけの不
当な値引は、お付き合い
の中でお客様を欺くこと
につながる。それは不手
際の前払いみたいなもの
だ。これからはすべての
コストを可視化してトー
タルで適正化する、新し
い販売の形が求められて
いる」と力を込める。
新車ディーラーは就職
人気の低い業界だ。
「そ
の現状を覆したい」と話
す 小 西 さ ん は、 デ ィ ー
ラ ー の 仕 事 を「 お 客 様
と一緒により良い未来を
作っていくこと」と位置
づける。
「ここはお客様
のトラブルを親身になっ
て考え、解決していくな

神田八坂神社のだんじりの宮入りの様子（2010 年 10 月 23 日撮影）

ど、人間関係の占める割

タカラヅカを彩った郷土芸能 池田文庫で開催
池田市栄本町の池田文庫で「タカラヅ

カを彩った郷土芸能」
展が開かれている。

した。その舞台は世界に誇れる日本の文

「地域とも深く関わりをもって、企業として色々な社会貢献をする場を持
ちたい」と話す小西敏仁さん

秋の細河を堪能 １０月２３日に「ほそかわフェア」
池田市立細河小学校グラウンドで１０

ス、久安寺コースなど、それぞれ違った

月２３日、ウォークラリーや地区の特産

細河の街歩きが楽しめる。地元野菜と植

宝塚歌劇団ではかつて、日本の民俗芸

品などを楽しむイベント「ほそかわフェ

木の販売、大声コンテスト、ふれあい動

能を題材にした演目シリーズがあり、昭

ア」が開かれる。細河地域コミュニティ

物園などもあり、焼きそばと豚汁が無

和３０～４０年代にかけて全国を取材し

推進協議会が細河の魅力を知ってもらお

料で振る舞われる（限定３００食）
。午

ていた。既に消滅した芸能もあり、数万

うと企画、今回で２回目。

前１０時～午後３時。細河みどりの郷

化だった」と話した。

（礒野健一）

件にのぼる資料は学術的な価値も高く

カメラ好きコースやだんじり見学コー

０７２－７５４－５７１１。
（進藤郁美）

なっている。展覧会ではその一部を、歌

ちょっとショット

劇の舞台写真とともに紹介している。
学芸員の田畑きよ子さんは「郷土芸能

を取り入れた演目では、トップスターが

地元まで舞踊を習いに行き、かぶり物も

12 月 4 日まで。10 ～ 17 時、月曜休館（10 月 10
日は開館し、翌日休館）。観覧料 200 円

池田市・ふくまる商品券 １２月４日発売

池田市に５０００万円寄付

◆縁結びの木◆豊

池田市豊島南２、錢屋アルミニウム製

中市庄本町１、椋

作所（竹安正社長）は９月２８日、池田

橋（くらはし）総

市に「市民安全の充実に関する事業へ役

社の境内に、クス

立ててほしい」と５０００万円を寄付し

ノキとクロガネモ

た。６月２０日にはグループ会社のゼニ

池田市議会は９月２８日、本会議を開

協議会の設置に関する協議について」の

チが根元で一緒に

ヤ海洋サービスが市に３０００万円を寄

き、総額８億７１３９万円の一般会計補

２議案を可決、府からの権限委譲の受け

なっている合体木

付している。

正予算案など１５議案を原案通り可決、

入れ体制が整った。また、１０％のプレ

がある。川辺豊宮

倉田薫市長は「大変ありがたい話。災

閉会した。府からの権限委譲に関連した

ミアが付く池田市特別商品券「ふくまる

司は「縁結びや夫

害に備えるため、形になるものとして残

「池田市箕面市豊能町能勢町における共

商品券」事業も可決。商品券は１２月４

婦円満の願いをする人も、しばしば見か

したい」とし、寄付の趣旨を踏まえた基

同処理センターの共同設置に関する協議

日発売で、事業総額は約１億１０００万

ける」と話す。縁結びの木と名づけられ、

金を新たに創設する方針。＝情報提供・

について」
「大阪府豊能地区教職員人事

円。

さい銭箱が設けてある。

池田市

＝情報提供・池田市 （進藤郁美）

（梶川伸）

（進藤郁美）

2011. 10.6 vol.31

お問合わせ先

TEL：06-6346-8255
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マチゴトが１２ページで月１回発行へ

10月の催し物ピックアップ

地域密着新聞「マチゴト豊中・池田」

8（土）

第10回「読み聞かせ」シンポジウム／豊中市・市立中豊島小学校
午後 1 時半～第 1 部。
「じごくのそうべえ」などで知られる絵本作家の田島征彦さんが「絵本づくり
の中から見つけたこと」と題して講演。午後 3 時 20 分～第 2 部。小学校校長や図書館司書らが、読
み聞かせの取り組みについて報告するパネル討論。入場無料。豊中市教職員組合 06-6863-1600。

1 0（月・祝）

ジネス情報▽記者の体験記事▽イベント

は次の３２号（１１月３日発行）から

情報、催し物ピックアップ▽ありがとう

１２ページとして各号の情報量を大幅に

の気持ちを伝えるコーナー▽プレゼント

増やし、月１回の発行に変更します。発

――といった内容を、ページごとに色づ

行は原則として、毎月第１木曜日となり

けしながらお届けします。

ます。

またマチゴトはインターネットを使っ

ページが増えるのに伴い、ページごと

た新たな読者との交流サイト「いつ・も

第10弾 お話しましょ！お茶しましょ！／池田市・豊島野公園、池田市民文化会館小ホール

の性格づけを、これまで以上にはっきり

の・こと」を開設します。毎号、その内

10 時～ 17 時（雨天決行）
。恒例の流しソーメンは午後 1 時～ 2 時（参加費 100
円だがマイ箸、マイ茶碗を持参すると無料に）
。落語会、子ども向けのはしご
車試乗会や白衣体験のほか白バイも出動する。飲食コーナーや遊びコーナーも
多数。池田商工会議所 072-751-3344。

させます。▽人やサークルの紹介▽ファ

容を紹介します。従来からのマチゴト豊

ミリーや子育ての記事▽キャンパス情報

中・池田のウェブ（http://machigoto.
jp）も充実します。今後ともご愛読願い

店の情報▽読者の疑問に答える記事▽ビ

します。

（編集長・梶川伸）

徳島のレンコン２キロ入り箱を５人にプレゼント

1 3（木）

シニアのためのうたの初心者講座 体験レッスン／とよなかインキュベーションセンター
13 時半～ 15 時。お茶とお菓子がついて参加費 1 人 1000 円。27 日（木）も開催。音楽サロン
ろぎ 090-8987-8189（吉田まで）
。

▽街歩きの情報▽食べ物に関する記事や

マチゴトはＪＡ全農とくしまの協力
くつ

1 5（土）

服部ビオパーク 秋のフェスタ／豊中市・ふれあい緑地内、服部ビオパーク
13 時～ 15 時。昆虫採集、自然工作、ホタルやメダカなどの水生生物の展示会、紙芝居など。雨天中
止。豊中・公園みどり推進課 06-6858-2354。

1 6（日）

スパイダーワールドへ行ってみよう／池田市・五月山児童文化センター
10 時～ 12 時。立命館大学名誉教授の吉田真さんと五月山のクモを探索、観察する。小学生以上の親
子 10 組。申し込みが必要。参加無料（保険代 50 円）。帽子、タオル、水筒、運動靴、歩きやすい服装で。
五月山児童文化センター 072-752-6301。

ださい。１０月２０日消印まで有効。発

にプレゼントします。品種は「備中」です。

表はＪＡ全農とくしまからの商品の発送

ＪＡ全農とくしまによると、レンコンの

をもって代えさせていただきます。＝企

出荷量は徳島県が全国２位で、大阪市中

画（有）なぎさ書房

央卸売市場では首位を占めています。
レンコンは穴が開いていることから
「見通しがきく」と、祝い事に欠かせな
い食べ物と重宝されてきました。ＪＡ全
農とくしまは「徳島レンコンは肉質が柔
らかで、色白で節目が長くスマート。ビ

11 時～。特設ステージで大ビンゴ大会、学生によるジャグリングやジャズ演奏を披露。東北大物産
市＆大ワゴン市、輪投げやスーパーボールすくいなどのゲームコーナーも行われる。17、18 日は通
常のおはこ市。石橋商店会事務所 072-761-1576。

タミンＣや食物繊維が豊富」とアピール

市の花「ばら」押花展と秋の鑑賞会（21日まで）／豊中市役所第二庁舎１階ロビー
押花展は 9 時～ 17 時 15 分
（18 日 10 時～、21 日は 16 時まで）。秋のばら観賞会は 18 日（10 時～ 17 時）
のみ。ばら園の写真展示や押花無料体験コーナーも。豊中市文化芸術室 06-6858-2503。

します。
はがきに、「徳島のレンコン」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－

2 3（日）

2 5（火）

農園で親子いも堀り体験／緑と食品のリサイクルプラザ（豊中市原田中）
10 時半～ 12 時。雨天の場合は 28 日（金）
。3 歳～修学前の子どもと保護者が対象。参加費 200 円。
定員 50 組。往復ハガキ（１家族１枚）に「いも掘り希望」、住所と名前（返信用も）、電話番号、子
どもの名前（フリガナ）を書いて、子育て支援センターほっぺ（豊中市岡上の町 2-1-15）まで。参
加対象でない子どもを同伴する場合は名前と年齢も書く。10 月 12 日必着。抽選あり。

2 6（水）

第101回月なみ九雀の日／豊中市立伝統芸能館
19 時開演。出演は桂九雀、
桂鯛三。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。

2 7（木）

豊中市在住のシャンソン歌手、出口
美保さんが１１月５日午後５時半か
ら、大阪市中央区大手前４－１、ＮＨ
Ｋ大阪ホールで、「出口美保リサイタル
２０１１」を開きます。マチゴトはリサ
イタルのチケット（当日５５００円）を、
５組１０人にプレゼントします。リサイ
タルで出口さんは、ジルベール・ベコー
の「シャントゥ（歌いましょう）
」など
約２０曲を歌います。
はがきに「出口美保リサイタル」と明

すぐに活用できる写真の編集方法／とよなかインキュベーションセンター

記し、郵便番号、住所、氏名、年齢、電

19 時～ 21 時。チラシやパンフレットなど、言葉だけでなくデザインで伝える編集方法を学ぶ。対
象は豊中市内の事業主、または起業を考えている人。講師は「ランデザイン」代表の浪本浩一さん。
参加費 500 円。とよなかインキュベーションセンター 06-6840-1955

話番号、職業と本紙の感想を記入して

2 9（土）

第69回ミュージアム・コンサート バリ絵巻ワヤン・ベベル「スタソーマ」／豊中市名神口1-4-1大阪音楽大

学音楽博物館

14 時～。インドネシアの影絵「ワヤン・クリッ」。その元となった絵巻物を語るワヤン・ベルを、バ
リ島の芸能団らがガムラン演奏とともによみがえらせる。題材は仏教説話の「スタソーマ」。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。http://daion.ac.jp/ex/event/public/list.php ▽ファクス 06-6865-1221 ▽〒 5610841 豊中市名神口 1-4-1 大阪音楽大学音楽博物館
親子で楽しむ世界の音楽「お琴ＫＯＴＯＫＯＴＯコンサート」／池田市・五月山児童文化センター
14 時半～ 15 時 15 分。生涯学習音楽指導員の川村千恵子さんが「さくら・さくら」「崖の上のポニョ」
「マルマル・モリモリ」を演奏。聴いて、触って、弾くはじめてのお琴体験も。無料。五月山児童文
化センター 072-752-6301。
２０１１くらしかん祭り／豊中市立生活情報センターくらしかん
10 時～ 15 時。省エネ相談会、
水道水浄水過程の実演などを見学する「くらしかんぐるっとラリー」は、
ゴール先着 300 人に景品プレゼント。12 時からの「ふれあいステージ」ではマジックや漫才も披露
する。生活情報センターくらしかん 06-6858-5060。
第23回池田市商業祭（30日まで）／池田駅前てるてる広場
10 時～ 17 時（30 日は 16 時まで）
。東北をはじめ、全国各地の特産品が大集合。29 日は高知県の朝
取れカツオタタキの実演販売が行われる。池田商工会議所 072-751-3344。
チューリップの鉢植え／豊中市・花とみどりの相談所
10 時～ 12 時。チューリップの球根と草花の寄植え。定員 30 人。材料費ほか 1300 円。10 月 25 日午
前 9 時から受付。先着順。花とみどりの相談所 06-6863-8439。

3 0（日）

健康づくりふれあいラリー／豊中市・服部緑地公園
受付 10 時～ 14 時。健康に関するクイズやゲームのコーナーを巡りながら、公園内を楽しくウォー
キング。全コーナーを回ると景品プレゼント（15 時まで）。参加無料。豊中市健康福祉部健康支援室
06-6858-2285。
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。

「食欲の秋にレンコンをどうぞ」と JA 全農とくしま

出口美保リサイタル招待券を５組１０人に

第９回いきいき長寿フェア／豊中市役所第二庁舎
10 時～ 16 時。認知症サポーター養成講座、介護相談、チャリティーバザー、訪問入浴の実演のほか、
和太鼓、フラダンス、ちんどん屋、ジャグリング、ビンゴ大会など。認知症サポーター養成講座は
事前申し込みが必要。入場無料。豊中市健康福祉部高齢施策課 06-6858-2812。

毎日新聞ローカルまでお送りく

で、徳島のレンコン２キロ入り箱を５人

商業祭＆おはこ市９周年記念 これがウチのおはこやねんまつり／池田市・石橋駅前広場

1 8（火）

４－５

〒５３０－８２５１大阪市北区梅田３－
４－５

毎日新聞ローカルへ。１０月

２０日消印まで有効。発表はチケットの
発送で代えさせていただきます。

「さくらんぼの実る頃」などのシャンソンのほか「か
あさんの歌」
「希望」といった日本の曲も

島野ちえ先生へ
いつも、べん強を教えてくれて、ありが

明してくれたので、みんなと、なかよく

とうございます。べん強のほかにもあり

食べています。とても楽しいです。先生、

ます。わたしは、アレルギーで小麦こと、

ありがとうございます。毎日、おべん当

牛肉と、牛にゅうと、たまごが食べれま

を作ってくれるお母さんも、
ありがとう。

せん。だから、みんなと同じきゅう食が

＝上野小学校３年（２０１０年度） 松

食べれません。いつも、おべん当をもっ

本有楽さん（豊中「伝えよう！いのちの

て行っています。先生が、きちんとせつ

つながり」第２回作品から）

