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池
田市の家庭農園で１０月１５

日、親子６組が野菜の収穫に参

加した。そろいの帽子と名札をつけた

子どもたちは幼稚園児そのものだが、

実は全員が入園前。３年保育の年少に

あたる３～４歳の子どもたちだ。

　池田市には３年保育の公立幼稚園が

ないため、経済的な理由などで２年保

育を選ぶ家庭がある。池田市北豊島の

育児サークル「ロケットキッズ」でボ

ランティアをしている元幼稚園教諭の

木田弘子さんは２０１１年７月、２年

保育を選んだ親子の “プレ幼稚園”と

なる「ぴよぴよクラブ」をつくった。

３年保育の年少にあたる子どもたちば

かり１３人が参加して月に２回、行事

や遊びを一緒に楽しんでいる。

　ぴよぴよクラブの特徴は「地域の良

さを知り、活用すること」だという。

地元の小学校や幼稚園の行事に参加

し、五月山を散歩するなど、地域の人

や自然と密着することで、社会とのか

かわり方を学ぶ。地域の協力も大きい。

北豊島地域コミュニティ推進協議会か

ら子育て支援事業として今年度から年

４３万円を受けることになった。「お

かげで、そろいの帽子や名札、サーク

ルで使用する玩具などを購入すること

ができました」と木田さんは喜ぶ。

　野菜の収穫は、ボランティアで参加

している保育士、中村阿紗子さんの実

家の農園を借りた。子どもたちは小さ

な手でサツマイモを掘り、ナスやゴー

ヤーを見ては大歓声をあげた。４歳の

長男と参加した熊谷愛実さんは「母子

分離ができるか不安だったが、今は先

生方になついているので安心」とニッ

コリ。木田さんは「入園前に同じ年の

子どもたちと遊べるよい機会ですよ」

と参加を呼びかけている。（早川方子）

ゴーヤーのなってい
る様子を珍しそうに
見上げる子どもた
ち。ぴよぴよクラブ
への参加希望者は
電話 072 － 762 －
6123へ

２年保育児に“プレ幼稚園”
ぴよぴよクラブが月に２回
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ママによるママのための情報誌「ＳＭＩＬＥ」

アンケートや配布を手伝う「SMILE ママ」を募集中

図書館などの会議室で定期的に編集会議を行っている。小さな子どもを
連れている人も

　豊中市内の公共施設などに、２０１１

年３月からＢ５判のフリーペーパー「Ｓ

ＭＩＬＥ（スマイル）」が置かれている。

子どもの写真が並んだ愛らしい表紙に、

１００円ショップの活用法や子連れでも

行きやすい店紹介など、役立つ情報が

いっぱい詰まった小冊子だ。取材・編集・

運営をしているのは、子育て中のお母さ

んばかり１７人。まだ２号しか発行して

いないが、読者から手紙が届くなど、評

判は上々だという。

　スマイルは、２００９年に豊中市に転

居してきた谷口亜美代表と白川友子副代

表が、子育てに必要な情報を紹介するフ

リーペーパーを作りたいと

企画。市民公益活動推進助

成金を得て、２０１０年９

月からスマイルの制作を開

始した。助成金で足りない

費用は、事業所の広告掲載

による収入で賄っている。

発行部数は４０００。

　スタッフには首もすわら

ぬ新生児を抱えた人、大き

なお腹をした妊婦もいる

が、「取材先や営業先で会

話のきっかけになる」と頼

もしい。スマイル編集部は現在、来年３

月１日に発行する第３号の準備に追われ

ている。豊中銘菓、親子で楽しめる工作

を特集する予定だという。（早川方子）

教室では乾燥からお肌を守り、なおかつ風邪の緩和
に役立つクリーム作りも人気です

ハーブで暮らしを楽しむ⑨
　秋も深まってきました。朝晩は冷えて

くるので肩凝り、肌の乾燥、風邪の症状

が出てきますね。

　わが家では医者に行く手前の症状の際

は、アロマ＆ハーブでケアしています。

　アロマでオリジナルヴェポラップク

リームを作ったり、風邪予防ハーブシ

ロップを作ったり、子どもたちと一緒に

冬を迎える準備をします。

　その中で、今回はヴェポラップクリー

ムのレシピをご紹介。

　お家にあるクリームやワセリン５０グ

ラムに、ローズマリー、ティートリー、

ユーカリ、ラベンダーから選んで合計５

滴加えてよくかき混ぜてください。必ず

ご使用前にパッチテストを行なってくだ

さいね。

【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

自由自在に音と遊ぼう　楽ようこさん
　毎週水曜日午前１０時から、豊中市中

央公民館（曽根東町３）で、親子を対象

としたユニークなリズム体操教室が開か

れている。ピアノに合わせて体操をした

り、童謡を歌ったり、時には絵を描くな

ど、自由に自己表現するというもので、

多い時には４０組以上の親子が集まる。

　教室の講師は、元小学校教諭の楽（ら

く）ようこさん。２００７年に教室を

始め、現在は豊中市、池田

市、箕面市、宝塚市まで活

動範囲を広めている。楽さ

んは教諭時代に養護学級の

担任になったのをきっかけ

に、子どもの「紙１枚で思

わぬものを作り上げる」自

由な発想力にひかれるよう

になった。

　その経験を生かして教室

でのモットーも「自由自

在」。眠たい子は寝ていい

し、見ているだけのお母さ
参加費は親子 1組 500 円。詳細はメール（rakuen_concert@yahoo.
co.jp）で問い合わせを

んがいてもいい。楽さんのおおらかな方

針と人柄は、お母さんたちの間でファン

も多く、「子どもだけではなく親も一緒

に楽しめる」との声が聞かれた。楽さん

は「クレヨンひとつでもリズムが取れる。

週１度でも音楽の中で時間を過ごすのは

楽しいと思う」と参加を呼び掛けている。

豊中市内では庄内公民館でも毎週火曜日

に教室が開かれている。    （早川方子）

サークル会員募集⑦　ヒップマムドゥ
　ヒップホップダンスが好きな３０代、

４０代のお母さんたちが、豊中市アクア

文化ホールの練習室に集まり、「ヒップ

マムドゥ」というサークル名で練習を続

けている。メンバーは１５人。豊中市在

住者が多いが、中には箕面市から自転車

で通っている人や、小さな子どもを連れ

てきている人もいる。みんな家事や子育

て、仕事で忙しいが、月に２回の練習時

間をなんとか作って汗を流

している。

　サークルが始まったのは

１０年ほど前。当初はメン

バーも４人だけだった。現

在はプロのダンサー、Ｙａ

ｓ（ヤス）さんを講師に招

き、豊中まつりなど市内の

各イベントで舞台に立って

いる。当初からのメンバー、

四宮智子さんは「発表する

場を作ることで、より練習

に身が入る。目標があると
練習日は第 2・4火曜日の 10～ 12時。1回 1000円

続けやすいしね」とニッコリ。舞台では

３曲を踊ることが多い。５分ほどらしい

が、「踊り終わると息がハァハァ」にな

るという。定期的に体を動かしているた

めか、メンバーはみな年齢より若々しい。

キレのあるダンスは文句なく格好よかっ

た。

　参加希望はメール（hip-mom-doe@

pksp.jp）で問い合わせを。（早川方子）

蓄音機ディレクター川村輝夫さん　ＬＰなど１万枚

昨年の手回し蓄音機鑑賞会の様子。今年は 11月 5
日 11時と 13時半から行う予定。入場無料

1万枚を超えるコレクションを前に「土蔵をちょっと改築して、バーみたいなこともしたい」と語る川村さん。
「でも、家族には『死ぬまでには処分してね』と言われてるんだよなあ」

　ＳＰレコードに針を乗せると、くぐ

もった独特の音色が、手回し蓄音機の

チューリップの花のようなスピーカーか

ら聴こえてきた。回転数が安定しないた

め、時々間延びしたような音になるのも、

１つの味わいだろう。

　「日本でＬＰレコードが出だしたのは

１９５０年代。手回し蓄音機はＳＰしか

再生できないから、喫茶店などで日常的

にその音色を聴いていたのは７０代以上

になるね」。そう話すのは、池田市室町

に住む川村輝夫さんだ。元ＫＢＳ京都の

プロデューサーとして数々の音楽番組を

担当し、現在もいけだ市民文化振興財団

理事を務めながら、蓄音機の鑑賞会を開

くなど音楽文化活動に取り組んでいる。

　自宅には築１００年近い土蔵があり、

１万枚を超すＬＰやＣＤが収められてい

る。「ＳＰ版は数百枚。最近は輸入され

た中古家具の中に入れっぱなしになって

いることも多い。そんな話を聞いたら、

遠くても足を伸ばしちゃう」と笑う。

　蓄音機は現在７台を所有する。「針が

違うだけで音色が変わるのが面白い」。

１１月５日にはＩＫＥＤＡ文化ＤＡＹイ

ベントの一環として、古い日本家屋を改

装して営業している池田市栄本町のラー

メン店「嘉づ家」で蓄音機の鑑賞会を開

く。美空ひばりやエルヴィス・プレスリー

らの名曲が、当時のファンが聴いていた

音色でよみがえる。

　長く音楽文化に携わってきた川村さん

は「池田に市民オーケストラを作りたい。

各楽器のトップはプロに頼まないとまと

まらないが、あとは高校の吹奏楽部の経

験者や、趣味で弦楽をやっている人が集

まればいける」と話し、既に演奏家の知

人に話もしているという。「それを中心

にして、毎週どこかでクラシックやジャ

ズ、フォークなど、色んな演奏が聴こえ

る街になったら楽しいよね」（礒野健一）
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甲南大生とハロウィン・パーティー
　ダウン症の乳幼児とその保護者が集ま

る子育てサークルが豊中市にある。名前

は「ぽかぽか広場」。月に数回、歌った

り踊ったり、絵を描いたりしながら一緒

に活動をしている。現在３７組が登録し

ていて、豊中市だけではなく、箕面市、

宝塚市、西宮市などからの参加者が多い。

　豊中市の「ダウン症　親の会」のメン

バー、田上和子さんが保育士の長谷川治

子さんとともに１年前に始

めた。現在は、豊中市市民

公益活動推進助成金交付事

業の１つになっている。

　１０月２９日には、夏か

ら交流のある甲南大学経済

学部のゼミの学生らが、子

どもたちのためにハロウィ

ン・パーティーを開いた。

２２組の家族が参加し、子

どもたちはとんがり帽子や

マント姿に着替え、学生ら

とボール遊びなどを楽しん
色とりどりの衣装や玩具に囲まれて、楽しそうに遊ぶ参加者たち

だ。田上さんは「親子で楽しく遊べ、地

域の交流にもなった」と笑顔。ゼミを指

導している石川路子（のりこ）准教授も

「経済的問題解決への提案など、公共経

済学のゼミとして、これからも持続的に

協力していきたい」と話していた。

　ぽかぽか広場への問い合わせ、または

活動の様子はブログ（http://ameblo.

jp/pokapokahiroba/）で。　（早川方子）

ユニークな形の自転車に乗って楽しむ子どもたち。
昨年は約 2000 人の来場者でにぎわった＝ 2010 年

１１月６日に池田でサイクル＆エコカーニバル
　環境にやさしい街づくりへの関心を高

めてもらおうと、「２０１１サイクル＆

エコカーニバル」（池田市、市教育委員会、

大阪府トラック協会河北支部、あおぞら

財団主催）が１１月６日、池田市荘園２

の宣真高校で開かれる。

　今年は５回目で、使用済みの食用油を

燃料にしたバスやゴーカートが体験でき

るほか、おもしろ自転車やベロタクシー

（ドイツ生まれの自転車タクシー）の試

乗もある。自転車の正しい乗り方を知っ

てもらうチャリンコチャンピオン、ト

ラック綱引き、エコカー展示などもあり

家族揃って楽しめる内容となっている。

　特設ステージではチアリーディングや

交通安全ミニミュージカル、腹話術、大

声コンテスト、大抽選会などのイベント

や餅つき大会、非常食の試食などもある。

午前１０時から午後３時。雨天決行。入

場は無料。

　問い合わせは池田市環境にやさしい課

０７２―７５４―６２４２。（進藤郁美）

月会費は 800円、保険代は年間 600円。見学無料

子育てサークル⑱　親子リズム　ぷちとまと
　豊中市の庄内地区に、１８年の歴史を

もつ子育てサークル「親子リズム　ぷち

とまと」がある。１歳半～就園前の子ど

もと保護者が、リトミック体操や季節の

イベント、公園遊びをしながら交流をは

かっている。

　活動は第２、３、４木曜日の月３回。

いずれも午前１０時から。３回のうち１

回は、庄内公民館３階の集会室でリト

ミック体操の講師を招き、親子で運動を

している。お母さんたちからは「いろん

なイベントが用意されているのがいい」

「リトミックが気に入っている」と好評

で、現在サークルの登録者は３８組。入

会待機者もいるほどの人気サークルに

なった。ただ、現在の登録者は４月にな

ると幼稚園入園などで、ほとんどが入れ

替わるという。

　サークル会長の野口るみさんは「４月

から新たにメンバーを募集します。ぜひ

１度見学に来てほしい」と話している。

連絡先は、庄内公民館２階の掲示板に記

載されている。　　　　　　（早川方子）

夫婦で楽しむＷの子育て⑬
　◆男の子のママは夫育てが上手？

　ある先輩ママに面白い話を聞きまし

た。「ダンナをやる気にさせるのなんて、

息子と同じやで」とおっしゃるのです。

なんでも、ほめた時の「ドヤ顔」が息子

さんとご主人、全く同じなんだとか。

　うちの３歳になる息子も、ほめられた

ことは繰り返ししますし、夫も（大きな

声では言えませんが）作ってくれた料理

を「おいしい」「どうやったらこんな風

にできるの！」と言い続けていたら、今

やすっかり料理上手。

　ポイントは「して当たり前のことでも

ほめる」。

　子どもがいただきますと言えた、帰宅

後ちゃんと手を洗った。一見当たり前の

ことでも「いただきますが言えたね」「お

手手洗えたね」とほめる習慣をつける。

　同じく夫にも、自分が食べた食器を

洗ってくれたなど、些細（ささい）なこ

とでもほめていると、ほめるのが習慣に

なって、夫のやる気アップ。「すごい」

とか「さすが」とか言う必要はありませ

ん。

　やってくれたことをやってくれたね、

と言うだけでＯＫ。「食器洗ってくれた

んだー」と笑顔で言うだけで、パパのや

る気スイッチが入るかもしれません。

【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。３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/

「よしよし」作：三浦太郎（講談社）

子どもと楽しみたい絵本　よちよち編⑬
【よしよし】

　この作品には色々な動物の泣き顔と笑

顔が出てきます。我が家のアルバムにも、

満面の笑顔と大泣きの顔が仲良く手をつ

ないだ写真が１枚あります。長男はとに

かく食の細い子でした。１歳３カ月違い

の妹に、体重を抜かされたのは１歳７カ

月の時。妹がよちよち歩きだすころには、

身長も追い越され……。ある日、家族で

お出かけした時、妹がパタパタと走りだ

したとたん、顔から地面に突っ込んでし

まいました。そこでお兄ちゃんが格好よ

く助けてあげればよいのですが、妹の体

重の重さによたってしまい、結局、お兄

ちゃんができたのは、手をつないであげ

ることだけでした。だって、身長も妹の

方が高くて、よしよしもできませんもの。

そこを写真好きの夫がカメラを構えた瞬

間、お兄ちゃんはピースサインに、カメ

ラ目線に、満面の笑顔。妹はというとご

想像の通り大泣きの顔。我が家の数ある

写真の中でも、最高に泣き笑いできる一

枚となっています。（絵本を楽しむ会・Ｍ）

「サリーのこけももつみ」作：ロバート・マックロ
スキー　訳：石井桃子（岩波書店）

子どもと楽しみたい絵本　てくてく編③
【サリーのこけももつみ】

　この作品は、冬眠前のクマさん親子と

サリーたちとのとんでもない出会いを描

いています。クマさんは冬眠前の腹ごし

らえに、サリーたちはジャムを作るため

に、こけももを摘みに来ましたが……と

んでもないことに！　私の母は、春にな

るとイチゴジャムを作ってくれました。

イチゴを口いっぱいに感じることのでき

るおいしいジャムでした。私も負けずに

と思っていたのですが、子育ての忙しさ

を言い訳に、冷凍ブルーベリーをワイン

と砂糖で煮たものしか作ってやれていま

せん。未だに……。（絵本を楽しむ会・Ｍ）

　お母さんと一

緒におはなし会

に参加していた璃

乃（りの）ちゃん

は１歳。美人のお

母さんによく似た

かわいい女の子で

す。璃乃ちゃんは

絵本が大好きなの

で、お母さんはいつも図書館で絵本を

いっぱい借りているそうです。

わが家の宝もの
　お母さんのひざ

の上で抱っこして

もらっている龍治

くん。まだ９カ月

です。

　ずいぶん男らし

い名前ですが、写

真の通り、涼やか

な顔立ちで、赤

ちゃんなのに落ち着いた雰囲気すら漂わ

せています。

　まっすぐな瞳は何を見ているのかな？

わが家の宝もの
　大きくて立派な

ゴーヤーを手に、

ご満悦なあおい

ちゃん。３歳の女

の子です。

　この日は、お父

さんやお母さん、

お友達と一緒にお

いも掘りもがんば

りました。

　大きなゴーヤー、お母さんにどんな風

に料理してもらったのかな？

わが家の宝もの
　運動会の練習で大縄とびをしている時

　かずよ「できひんもん」

　ふうこ「いっしょに　まっとたろな」

　ふうこちゃんは、かずよちゃんの順番

がくるまで手をつないで待っていまし

た。かずよちゃんが、ゆっくりまわした

縄を５回とぶと

　ふうこ「できたやん」

　かずよ（うなずく）

（豊中市・子どものつぶやき展より）

まっとたろな（４歳）
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阪大の先生①西川勝さん　医療現場の哲学

誰でも参加できる対話イベント「ラボカフェ」＝
2011年 10月 14日、京阪なにわ橋駅で

約 20年にわたる看護や介護の現場経験を生かし、哲学的考察を行う。「認知症ケア」に関わるコミュニケーショ
ンを研究している。著書に「ためらいの看護－臨床日誌から」がある

　“入れ歯カフェ”が開かれると聞いて、

１０月に京阪なにわ橋駅構内のアートエ

リアＢ１を訪れた。正しくは「入れ歯」

について考える会で、「歯科技工所の仕

事」を一緒に考えるというもの。仕事帰

りや通りすがりの人、歯科衛生士、歯科

医ら約２０人が参加した。

　会は大阪大学コミュニケーションデザ

イン・センターの特任教授の西川勝さん

が開いた。「１つの正しい答えを見つけ

ようとするのではなく、自由に考え、み

んなで意見を出し合う」のだという。

　センターは２００５年、市民の考えて

いること、感じていることに専門家が耳

を傾け、相互理解のできる人材を育てる

目的で開設された。西川さんらセンター

のメンバーは「ラボカフェ」という名称

で、哲学、医療、科学、アートなどさま

ざまなテーマに沿った対話イベントを開

いている。

　西川さんは看護師で、臨床哲学が専攻

だ。臨床哲学は医療や介護、教育や貧困

など、社会で生じているさまざまな問題

を、市民との対話のなかで考えていく。

阪神大震災を機に、阪大の前総長、鷲田

清一さんが提唱した。

　臨床哲学について西川さんは、「聞く

哲学」と説明する。精神科や人工血液透

析看護、高齢者介護の現場にいて、「食

事を持っていくとニコニコ喜んでいた患

者が、数時間後に首をくくっていた」な

どの経験を挙げ、「人が生きる意味や生

き方などは、いくら考えても答えが出な

かった」と話す。しかし、「人の生死に

かかわるには哲学が必要」だと強調する。

そう話す西川さんは、「本だけ読んでも

あかん。『わからん』と言いながら出掛

けて行って、いろんな人の話を聞く。聞

かないと人を知ることはできない。つま

り自分を知ることも」と哲学的に語った。

　　　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

親になる心構え育む　Welcome Baby Class
　豊中市新千里南町にある直原（じきは

ら）ウィメンズクリニックで、これから

出産を迎える夫婦を対象とした勉強会

「Welcome Baby Class」を開いている。

　１０月に行われた初産婦を対象とした

「たまごクラス」では、日曜日の開催と

いうこともあり、１０組の夫婦が参加。

会の冒頭に、出産シーンや、赤ちゃんを

優しく見つめる家族の写真を編集した映

像が流れると、感激して涙

を流す人が多く見られた。

その後、具体的な出産の知

識や心構えを説明。陣痛な

どの痛みを赤ちゃんが生ま

れるために必要なものと前

向きにとらえる、ソフロロ

ジー分娩法や、出産後すぐ

に母親が赤ちゃんを胸に抱

くカンガルーケアという考

えも紹介した。

　参加した女性は「仕事も

産休に入り、急にすること
会の最後は和やかな雰囲気の中、参加者同士で自己紹介。ここでママ友
を作って情報交換できるのも良いところ

がなくなって不安だったが、少し楽に

なった」と話し、男性は「しっかり学ん

だのは中学の保健体育の授業以来。本や

ネットではわからない、助産師さんから

の言葉がためになった。親になる実感も

わいてきた」と喜んだ。　（礒野健一）

【医療法人廣仁会　直原ウィメンズクリ

ニック】豊中市新千里南町 2-11-1 ▽

06-6871-0314 ▽木・土午後、日祝休診
豊中店の営業時間は 11時～ 20時。「汚れやキズが
あっても、お気軽にお持ち込み下さい」

買取専門店エコリング豊中店　１１月に開店１周年
　秋物から冬物へと衣替えをしたり、家

の大掃除をしたり、これからの季節は何

かと荷物の出し入れが多くなる。そうし

て出て来た洋服、貴金属を買取専門店エ

コリング豊中店に持ち込めば、思わぬ収

入となることも少なくない。

　豊中店の福島啓太店長は「ヴィトンの

バッグなどは年内の査定がお得です」と

話す。ブランド品は流行があるため、年

次が古くなれば、それだけ

価値が下がるからだ。また、

豊中店は１１月５日に開店

１周年を迎える。「１１月

はいつもより１０％高い買

い取り査定をします。何か

あればお気軽にお持ち込み

下さい」　　　（礒野健一）

【買取専門店エコリング

豊中店】豊中市本町 7-1-

33 ▽ 0120-892-850 ▽第２

水 曜 定 休 ▽ http://www.

k-ecoring-no1.jp/
豊中店で査定を担当する福島啓太店長（右）と坂田建次さん
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府道箕面池田線（桜通り）にある岩村俊秀さんの「わ
らう月」（1995年）

府道箕面池田線
（桜通り）にあ
る岩村俊秀さん
の「あそぶ風」
（1995年）

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜８＞岩村俊秀さん
　府道箕面池田線（桜通り）を挟んだ左

右に、岩村俊秀さんが１９９５年に作っ

た「あそぶ風」と「わらう月」がある。

　岩村さんは「私たち日本人が持ってい

た自然に対する感受性や敬意の念が消え

つつあるような気がする」と話し、「本来、

人が生きていくために大切な感覚や、気

持ちを忘れ去ってしまわないように」と

の思いを込めて、日々感じる「風」と、

毎夜眺める「月」をモチーフにした。

　「子どもは風に乗ってあそぶことがで

きる。大人は月に腰かけてわらうことが

できるかもしれない」と岩村さん。

　一対の作品に込めた思いを育んでくれ

るよう願い、息子には「風」という字を、

娘の名には「月」という字を使ったそう

だ。　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

気軽にお寺に①ステンドグラスの寺　池田・正福寺
　本堂の壁に、ステンドグラスがはめこ

まれている。伝統的な入母屋（いりもや）

造りとの対比が、目をひきつける。

　１９９３年に、本堂を改築した。その

際に、ステンドグラス作家に製作を依頼

した。「明かり取りと美しさのため」と、

末本弘然住職は趣旨を説明する。

　ステンドグラスの図柄は、浄土の世界

の昼と夜を表現しているという。幅２

メートル、高さ５０センチ

のものと一回り小さいもの

を２枚ずつ使い、昼は飛天

（天女）が花びらを散らし

（散華）、夜は飛天が音楽を

奏でている。昼間に本堂の

中から見ると、外からの光

で飛天が美しく浮かぶ。

　末本住職の光へのこだわ

りがもう１つ。内陣に小さ

なミラーボールをつけ、法

要の時などに、光を散乱さ

せるのだ。
ステンドグラスについて話す末本弘然住職

　寺は独り暮らしのお年寄り約２０人に

月に１回、昼食の宅配サービスをしてい

る。妻増枝さんらが、季節のものを調理

して、保温容器に入れた温かい汁物も添

える。「ただでもらってもらうのが条件」

だそうで、本堂の落慶後間もなく始めた

ので、２０年近くも続いている。（梶川伸）

【正福寺（しょうふくじ）】池田市石橋４

－１５▽０７２－７６２－０６１０

自然で遊ぼう①　秋の五月山は宝の山
　秋になり、池田市の五月山では動物も

植物もそれぞれ冬支度。五月山に住むイ

ノシシやサル、リスなどの動物たちの冬

支度は、いっぱい栄養をとること。これ

からの季節は、栄養満点のドングリが森

からの贈り物です。

　秋の森で見つけられるドングリは、傘

の形から種類が色々あるのがわかると思

います。それらを使って様々なものを作

ることもできます。ドングリの茶色く硬

い殻をコンクリートなどで削り、楊枝を

刺してコマを作ったり、中をくりぬいて

船を作ったり。珍しいものでは、傘の部

分を使って笛を作ることもできます（詳

しくはブログ「ＥＧＧＳス

タッフ＠人と自然をこよな

く愛すエコライフ実践隊」

で紹介 http://ameblo.jp/

eggs-nature/）。

　また、ドングリの中身を

使ってクッキーも作れま

す。スダジイなどは渋みが

なくそのまま使えます。一

般的なクッキーの生地に渋

皮をむいて砕いたドングリ

を練りこんでください。

　ドングリは森や山だけで

なく、近くの公園でも拾うことができま

す。いろいろなものを作って楽しんでく

ださいね。

【木村太郎さん】

アウトドアスクール自遊塾代表。日本エ

コツーリズム協会主催の「このガイドさ

んに会いたい１００人」の１人。子ども

の自然体験や家族で楽しめるキャンプな

どのアウトドアイベントを北摂地域でも

実施。最近では五月山でのナイトハイク

が一番のお気に入り。たくさんの人が自

然にふれあい、楽しめる。そんな世界

を目指し活動中。ホームページ http://

www.eggs-nature.net

アラカシやアベマキなど、数多くのドングリが見つけられる

１２月３日に読者とゆく能勢街道３回　参加者募集
　マチゴトは読者のみなさんと一緒に、

旧能勢街道を歩くイベント「読者とゆく

能勢街道」の３回目を１２月３日に開き、

参加者を募集します。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】１２月３日（土）午前９時半、

阪急服部駅梅田行き改札口前集合【ルー

ト】服部駅―三義塚―御獅

子塚古墳―原田神社―岡町

駅（街道からそれた街歩き

も）【距離と所要時間】約

３キロ、約２時間半【案内

人】「能勢街道をゆく」執

筆の梶川伸【参加費】資

料代、レクリエーション

保険料などを含め５００

円、集合場所で徴収【申し

込み方法】ファクス（０６

－６３４６－８２５６）、

電話（０６－６３４６
重要文化財に指定されている原田神社の本殿

－８２５５平日の昼）、メール（info-

toyonakaikeda@machigoto.jp）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（定員後の

方には、お断りの連絡をします）【注意

事項】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）

三国街道をゆく②豊中市・緑地公園駅～千里中央

明治期の建物だが、和風の建築様式を見せる旧新田小学校校舎

　緑地公園駅をスタートした。新御堂筋

の１本西側、吹田市の住宅街の中の道を

北へ向かう。あるマンションの前に、災

害用井戸が設けられ、昔懐かしい水をく

み出す手押しポンプがあったので、思わ

ず見とれてしまった。ただし、注意書き

に「この水は飲めません」。

　新御堂筋に出て、西側の歩道をゆく。

桃山台の駅の手前で、春日橋歩道橋を東

に渡る。歩道橋の上からは、新御堂筋を

走る車と、北大阪急行の電車が一緒に写

真に撮れる。電車が走ってくるのをしば

らく待って、カメラに収めた。

　新御堂筋の東側に降りると、春日大池

があった。池の中で噴水が噴き上げ、小

さな島もあって、なかなか景観が良い。

池のほとりに、「健康歩道」という説明

板とともに、子どものこぶし程度の黒い

石がでこぼこに敷き詰めてある道が整備

されていた。説明板があることは、散歩

に来ていた男性に教えられた。説明板に

よると、石の上を歩くと、足の裏が刺激

されて健康に良いそうで、「私達夫婦が

この地で過ごした証（あかし）として送

ります」と夫婦の名前で記してあった。

　桃山台駅を過ぎると、再び豊中市に入

る。新御堂筋を東に行くと、大阪府指定

文化財の旧新田小学校校舎が保存されて

いる。１９００年の建築で、７３年まで

校舎として使われていたそうだ。明治期

の学校は洋風や擬洋風の建物が多い中

で、和風建物で特徴を示している。

　このあたりから旧勝尾寺街道と合流す

るが、さらに進んでみる。道標がいくつ

も残っている。その中に、豊中市で最古

と説明されている道標があった。「右か

つをし（勝尾寺）」と書いてあるようだ。

「天明二（１７８２年）」の年号が刻まれ

ている。ほかの道標にも「右ざい所」「左

　大坂へ三里」「右いばらき　左かちを

じ」などの文字が見える。

　街道を５００メートルほど西に入り、

上新田天神社を訪ねた。本殿は貞享３

（１６８６年）の建立だという。唐獅子、

猿などの彫刻が施されているそうだ。今

度は街道を東にそれ、真覚寺に寄る。カ

リンの大きな実がなっていた。近くに北

向き地蔵。そこに登る石段の横には北向

地蔵尊と書かれた赤いのぼりが１０本ほ

ど並んでいた。街道に戻り、中国縦貫道

の上を渡り、千里中央駅まで歩いて、三

国街道歩きを終えた。　　　　（梶川伸）
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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
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

掲載
料金

■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。

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。
カテゴリは、下記8種類。

教えま
す
売りま

す
買いま

す
サービ

ス情報
募集し

ます
イベン

ト情報 人材募
集

OPEN
しまし

た

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

着付教室　蛍池駅前

身近な生き物たち⑧　街の鳥、知ってるつもり？

緑地公園のスズメは水浴びや砂浴びをする場所が豊
富なため、他の場所のものより羽根も美しい

服部緑地のヤマガラ。ほかにシジュウカラやコゲラ、エナガなども観察
できた。これらの小鳥は秋から冬に種別を超えた混群という群れを作る

　最も身近に見られる野生動物と言え

ば、カラス、スズメ、ハトなどの鳥だろう。

　豊中市の服部緑地で野鳥を観察する服

部緑地探鳥会の篠崎裕子さんは、「そう

した鳥を知ることは、他の鳥を観察する

際にも大切なこと」と話す。例えば公園

で小鳥を見た時、スズメがどういうもの

かを知らなければ、どんな鳥でも「ああ、

スズメか」と気に留めないが、知ってい

れば、「あの鳥はスズメより少し大きい

な。色も白と黒だし、別の鳥かな」と、

興味を抱くようになるからだ。

　カラスはくちばしの太いハシブトガラ

スと、細いハシボソガラスの２種類がい

る。カラスは頭がよく、生

きていくのに必要がない

“遊び”もする。滑空して

スリルを楽しむためたげに

高いビルに登る様子が、オ

フィス街でもよく見られ

る。

　ハトは昔から日本にいる

キジバト、アオバトもいる

が、街で見かけるもののほ

とんどは、レースや伝書用

に輸入されたものが土着し

たドバトだ。ドバトは１年

中繁殖できるため、求愛行動もよく見ら

れる。１羽のハトの後ろを執念深くつい

て行くハトがいたら、メスにアピール中

のオスの可能性が高い。　　（礒野健一）

体験教室実施中。子供から大人まで。
英語芸術コースも行っています。
090-6491-1527 infoartca@gmail.com

アート力芸術教室（絵画・造形）

商品やサービスをより魅力的に伝える方
法を伝授。11月11日 (金 )10～ 17時、
豊中商工会議所☎ 06-6845-8002

心をつかむ感動プレゼン講座

無料で着付け教えます。日時など詳細は、
山本（豊中市向丘 2）までおたずねくだ
さい。☎ 080-1523-3579

和装一式安く提供　着物着付けも

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

創業20年　プロによる定期清掃

池田市の石橋エリアを中心にマチゴト配
布スタッフを募集しています。指定エリ
アのポストに配布する簡単なお仕事で
す。家事の合間に、運動不足解消にいか
がですか？みなさん楽しくお仕事してい
ただいています。報酬は業稜に応じてお
支払いします。
お問い合わせは、毎日新聞石橋店
☎ 072-761-8137（担当：安藤）まで。

マチゴト配布スタッフを募集

池田市立歴史民俗資料館で呉春展
　池田市五月丘１の市立歴史民俗資料館

で特別展「没後２００年呉春展」が開か

れている。１２月４日まで。

　京都に生まれた呉春は３０歳から約８

年間池田で暮らし、文人画風の作品を多

く描いた。のちに写生画への転向を予見

させるような作品も制作した。今回は池

田の生活の中で描いた「松鵲図」や「秋

汀木芙蓉小禽図」、中国故事にちなんだ

「郭子儀図」、写生画の「梶木鵲図」など

８６点を展示している。入館無料。午前

１０時～午後６時。毎週月、火曜と１１

月２３日が休館。歴史民俗資料館０７２

－７５１－３０１９。　　　（進藤郁美）

身近な自然を後世に　どんぐり山を守り育てる会
　豊中市東豊中町、ＵＲ都市機構・シャ

レール東豊中の敷地内に、「どんぐり山」

「きのこ山」と呼ばれる小さな山が２つ

ある。どちらの山もドングリの木や柿の

木、ハギなどが生い茂り、秋には木の実

でいっぱいになる。この豊かな小山を管

理・維持しているのは、団地の住民によ

る有志団体「どんぐり山を守り育てる会」

だ。会員が月に１度、山に集まって雑草

を刈り、落ち葉を拾い集めて腐葉土を作

るなどの手入れをしている。

　会が発足したのは２００４年１２月。

団地建て替えがきっかけだった。当初は

古い建物と共に山も壊される予定だった

が、「せっかくの自然を後世に残せない

のはもったいない」と、自治会長だった

古川いつ江さんが中心となってＵＲ都市

機構と交渉し、山の管理・維持が住民の

手に委ねられることになった。

　「でも、改めて山を見ると、人の足で

踏み荒らされてひどい状態でした」

　湿り気のない砂土が落ち葉と一緒に流

出し、木の根がむき出しになっていたと

いう。会はまず山を柵で囲って、人の出

入りを限定した。その後は、専門家を招

いてのワークショップを通して、雑木林

や山について勉強し、山を育ててきた。

現在、山の状態はかなり改善し、柔らか

な腐葉土で満たされている。

　会員は６７人。そのうち２０数人は毎

月活動している。高齢者が多く、山での

力仕事は大変だが「１人ひとりが山は自

分のものだという意識があるからね」と

加田誠会長はほほ笑む。会員の夢は、子

どもたちが自然の中で思い切り遊べる環

境を作ることだ。　　　　　（早川方子）

目印はそろいの赤エプロン。作業中に拾ったマツ
ボックリは、洗って置き物や工作などに使う

外国人音楽家が東日本大震災チャリティー
　豊中市在住のペルー音楽コンビ、フ

ローレス・デュオが１０月２０、２１日

に東北を訪れ、９月に行われたチャリ

ティーコンサートで集まった義援金を渡

すとともに、現地で無料ライブを行った。

　フローレス・デュオは兄のフレディさ

んと弟のヘススさんの２人で活動し、中

南米の音楽や、ラテンアレンジした日本

の曲を演奏して人気を集めている。東日

本大震災後の４月に、楽器だけを持って

被災地を訪れライブをしたが、しっかり

とした活動をしようと、９月１９日に服

部緑地野外音楽堂で外国人音楽家による

チャリティーコンサートを開催。集まっ

た協賛金など約１００万円は、岩手県盛

岡市の児童養護施設や、宮城県南三陸町

などに贈った。

　ヘススさんは「１０月に入っても街に

はがれきが残っている。少しでも力にな

りたい」と話した。フレディさんは「時

間は流れていくので、新しい大きなこと

があると震災のことを忘れてしまう。今

後も継続して支援をしていきたい」と、

言葉に力を込めた。　　　　(礒野健一)

ピアノとすしのおいしいコラボ
　阪急庄内駅前に本店をもつサバ寿司専

門店「鯖や」の右田高有佑（こうすけ）

さんと、阪急蛍池駅前で音楽教室を開い

ている「音楽サロン　くつろぎ」の吉田

寛子さんが共同で、ユニークなすし体験

教室を開いた。

　毎週水曜日に「とよなかインキュベー

ションセンター」で行われているシニア

向けピアノ講座の受講者らが、レッス

ン後に右田さんからすしの

握り方を教えてもらう企画

で、参加者１２人のほとん

どがすしを握るのは初めて

だった。最初はこわごわと

握っていたが、すぐに「意

外に簡単」「コツがつかめ

た」と４０分ほどで１人あ

たり手巻き３本、握り１０

個、軍艦巻き２個ほどを完

成させた。右田さんも「さ

すがピアノを習っているだ

けあって、みなさん手先が
【問い合わせ】鯖や06－ 6335－ 2204▽音楽サロン　くつろぎ（吉田）
090－ 8987－ 8189

器用」と驚くほどの出来栄えで、その後

は和気あいあいとした試食会となった。

　右田さんはこれまでも豊中市内の小学

校ですし教室を開くなど、魚離れを防ぐ

活動を続けてきた。吉田さんも今回のす

し教室のように、ピアノ以外も楽しめる

イベントを計画中だという。＝１２ペー

ジにプレゼント　　　　　　（早川方子）
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南谷クリニックのリハビリテーション科長・栗田剛寧さん
　豊中市の医療法人南谷継風会「南谷ク

リニック」のリハビリテーション科は、

日ごろの運動がけがや病気の予防につな

がるという診療方針を掲げる。通院患者

は毎日約２３０人。多くの患者に接する

リハビリテーション科長の栗田剛寧さん

は「体が動くという当たり前のことが、

生きていく上でどれだけ大切なことか。

人生を楽しむためにも、自分で動ける体

を維持してもらいたい」と話す。栗田さ

んは理学療法士でもある。

　南谷クリニックのリハビリは「マッ

サージなどの受け身ではなく、自分の力

で動いてもらう運動療法が主だ」と栗田

さん。１人ひとりの健康状態や体力、筋

力に合ったプログラムを作り、けがを繰

り返さない体づくりを促している。栗田

さんは「まず自分の体がどんな特性を

持っているのかを知ることが大事。自分

の弱点を知って、運動を続けることが、

けがの予防になる」と強調する。

　また、「スポーツ医学はアスリートの

ためだけのものじゃない。子どもから年

配の人まで、あらゆる世代に役立つこと

がたくさんある。広く知ってもらうこと

が課題だ」と語り、高校の運動部などで

講義をしたり、地域で講習会を開いたり

して、正しい知識やセルフケアの方法を

教えている。そのような取り組みについ

て、「すぐには結果が見えない地道な活

動です」と照れ笑いする。　　（進藤郁美）

【医療法人南谷継風会　南谷クリニッ

ク】豊中市岡町北１－２－４▽０６－

６８４１－５７００

近畿大学の非常勤講師も務めている栗田さんの専門はス
ポーツ医学。「スポーツ医学を生かし、健康を維持するサ
ポートができたら」と話す

高校の運動部のメディカル
チェックをするリハビリテー
ション科のスタッフ。運動部
のスポーツ検診やトレーナー
派遣も行っている

先代の味を受け継いでいる 3代目忠良さん（右）と
4代目の克彦さん

「くれべのでっ
ちようかん」は
5 本 入 り 375
円▽ 10 本入り
700円

待ってました～　「くれべのでっちようかん」
　能勢名物「くれべのでっちようかん」

の販売が始まった。冬の水ようかんとし

て、能勢町森上の暮部菓子店が毎年１１

月～３月に作っている。２代目の暮部市

太郎さんが１００年ほど前に作り始め

た。糸かんてん、砂糖、アズキ、地下水

を炊き上げ、人肌になるまで撹（かく）

はんしながら冷ます。「この撹はんが大

変で、機械を考案したのが昭和３０年ご

ろだった」と３代目の忠良さん。「暖か

いと、水分が出て食感が損なわれる」と

４代目の克彦さんは話し、「寒い日ほど

よく売れる。よく冷やして、おこたの中

でツルンと食べるのがいい」と教えてく

れた。池田駅の「とよのピアｉｎ池田」

などで販売。地方発送も。暮部菓子店

０７２－７３４－００５９。（進藤郁美）

障害者支援の店　とよのピアｉｎ池田

「とよのピア in 池田」は阪急池田駅・ブランマルシェ
2号館 2階。10時～ 18時。072－ 750－ 3773

「月に 3回、私たちが店番をしています」と笑顔＝東山作業所で

　阪急池田駅にある「とよのピアｉｎ池

田」は大阪府をはじめ全国約４０の障害

福祉サービス事業所などに通う障害者ら

が作った品々を販売している。野菜や果

物など旬のものが入荷するのを待ってい

るお客さんも多く、月平均７０万円、多

い時には１００万円を売り上げる。

　池田市と能勢町、豊能町にある８カ所

の事業所が豊能北自主製品販売組合を作

り、２００２年６月に店を開いた。障害

者の自主製作品を扱う数少ない常設店

で、組合長で池田市東山町の東山作業所

施設長の前田篤秀さんは「それまでは

せっかく作っても販路がなかった。障

害者に生きがいや楽しみを

持ってもらうためにも、常

設にこだわった」と話す。

　店にはクッキーや野菜な

どの食品から肥料、花、茶

碗や皿などの陶芸品、さを

り織りのストール、手編み

のベスト、ビーズアクセサ

リー、手すき和紙など数え

切れないほどの商品が並

ぶ。自主製作品以外にも各

事業所が仕入れた商品など

もある。

　販売員の九冨京子さんは「販売できる

ということが商品を作る励みになってい

ます。みんな一生懸命に作っています」

と話していた。　　　　　　（進藤郁美）

「ゆるキャラまつり in 彦根」で池田市の魅力を PR
したふくまるくん

彦根から帰ってきたふくまるくん
　「ひこにゃん」のおひざ元、滋賀県彦

根市に癒やし系着ぐるみ２１０体が大集

合して「ゆるキャラまつりｉｎ彦根」が

１０月２２、２３日に開かれた。４回目

となる今回は延べ７万８０００人の観光

客が訪れた。池田市のキャラクター「ふ

くまるくん」もまつりに参加し、マチゴ

トに感想を寄せた。　　　　（進藤郁美）

　みなさんこんにちは。ふくまるです。

ぼく、「ゆるキャラまつりｉｎ彦根」に

参加してきたよ。当日は雨が心配だった

けど、会場に着いたら雨もやんだんだ。

濡れるのは苦手だから良かった良かっ

た。

　たくさんの人に「あ、ふくまるくん

だ」って声をかけてもらえて嬉しかった

なぁ。ぼくもちょっと有名になってきた

のかな？ふふふふっ。

　ステージでは、ダンスや絵描き歌を披

露したよ。緊張したけど、やりきったよ。

ブースの前でも踊りすぎて体力消耗、帰

りの車ではうとうとしちゃった。楽し

かったから、また行きたいなぁ～。ふふ。

使われたレンガは 800 個。大阪府池田土木事務所
がデザインと設置作業を行った

千里中央に「ガンバロウ日本」
　豊中市上新田の大阪中央環状線と国道

４２３号の交差部（千里インターチェン

ジ）に、レンガで作った「ガンバロウ日

本」の文字モニュメントが完成した。大

阪モノレール千里中央駅から南を臨むと

見られる。

　レンガには千里セルシーで行われた東

北支援イベントの来場者や、豊中市の緑

化ボランティア、池田市立呉服小学校の

児童らが「負けるな東北！」「えがおに

なって！」といった応援メッセージを書

いている。作成の様子は被災地の岩手県

大槌町に届けられるほか、万博公園駅コ

ンコースでも展示される。 ( 礒野健一 )

機関紙から⑨　植物園だより
【植物園だより２０１１年１０・１１・

１２月号◇なぜ紅葉するのだろう？】

　カエデ科などの落葉広葉樹が赤や黄に

染まり、メタセコイヤ等の針葉樹も褐色

になる晩秋の服部緑地都市緑化植物園

は、まるで錦絵のような美しい光景を描

きだします。

　紅葉する植物は冬支度のために葉を落

とします。冬に入る前に、枝と葉の間に

「離層」という仕切りがつくられます。

　この仕切りで、枝と葉の養分の循環が

止まるため葉の成分が変わり、赤色や黄

色の葉になります。

　葉に含まれる成分によって色が違って

きます。紅葉の赤色は、葉に含まれてい

るアントシアンが葉に蓄積されたブドウ

糖やショ糖と紫外線の影響で発生しま

す。黄色になる葉はカロテノイドが含ま

れており、葉の葉緑素が分解されて黄葉

になります。

【服部緑地都市緑化植物園】豊中市寺内

１－１３▽０６―６８６６－３６２１▽

植物園だよりは大阪府池田土木事務所・

服部緑地指定管理グループ発行
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編集長のズボラ料理(21)竹輪の生クリームグラタン

竹輪の皮の香ばしさがうれしい

　３０年ほど前、僕は徳島県の勤務だっ

た。赴任した日、夜は公共の宿に泊まっ

た。翌日の朝食がうれしかった。みそ汁

の具がソバ米だった。皮をとった白い実

を、米に見立てるので、この名がある。

みそ汁にはスダチの皮が入れてあり、す

がすがしい香りを放っていた。その日か

ら、ソバ米とスダチのファンになった。

　徳島でもう１つ、ファンになったもの

がある。小松島港の竹輪だ。竹に魚のす

り身をつけて焼いてある。最近の竹輪は

プラスチックの棒を利用するか、穴だけ

開いているものばかりで、味気ない。

　すり身の部分をビーバーのように前歯

でかみながら食べ進め、竹についた部分

もこそぎ落とすように歯を立ててこそ、

竹輪だと思っている。竹にくっついてい

る部分を食べるだけで、１分近くはかか

る。そして、竹が丸裸になった時に、努

力が報われた充実感がある。ただし、１

分以上かみ続けるとみっともない。

　実は小松島港の竹輪を超えて、とりこ

になった竹輪がある。少し身のついたハ

モの皮を竹に巻き、火であぶってあった。

当時、阿南市に原子力発電所の建設計画

があり、しばしば取材に出かけたが、そ

の際にかまぼこ屋で見つけた。大ファン

になり、取材のたびにハモ皮竹輪を買っ

て帰り、会社でもう１度焼いて、みんな

で食べた。かむと脂がジワーッと出て、

ビールが進んだ。でも大丈夫、会社のす

ぐそばに酒屋があったので、いくらでも

追加ができた。残念だったのは、かまぼ

こ屋がいつの間にか店を閉じたことだ。

　去年の今ごろ、阿南市で１泊すること

があった。夜は仲間と飲みに出て、酒楽

亭という居酒屋に入った。何と、そこで

ハモ皮竹輪と再会したのだ。僕は涙を抑

えて、それを注文し、バクバク食べた。

仲間には、１口しかやらなかった。

　今回は普通の竹輪を使う。竹輪は縦半

分に切って、さらに斜め切りにする。グ

ラタンの容器の内側に軽くバターを塗

り、竹輪を並べる。その上から生クリー

ムを注ぎ、軽く塩をふり、青ノリの粉も

かける。溶けるチーズを多めに置いて、

チーズが溶けるまでオーブンで焼く。肝

心なのは、竹輪の皮の方を上にして並べ、

皮を熱で少し焦がすこと。そのために、

竹輪は２段重ねにして、上段の方は皮の

部分が生クリームやチーズの中に埋没し

ないようにするのが良い。　　（梶川伸）

路地奥の和ごはん　ベジタブルキッチン・コニシ
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阪急服部駅から徒歩約 10分

【ベジタブルキッチン・コニシ】豊中市服部西町 1－ 9－ 52▽ 11時～ 15時、17時 ~19 時▽土、日、月曜
定休▽ 06－ 6864－ 7617▽小西武さん（左）と泰子さん

　阪急服部駅から路地を右や左に曲がり

ながら南西方向へ行ったところに、体に

やさしい料理の店「ベジタブルキッチン・

コニシ」がある。小西武さん、泰子さん

夫妻が自宅マンションの２間を改装して

２０１０年５月に店を開いた。

　「娘に、お母さんのご飯がおいしかっ

たから、健康でいられる」と言われたこ

とがうれしくて、ずっと心に残っている

という泰子さん。この言葉がきっかけと

なり、料理教室など食育につながる仕事

をしたいと思うようになった。５０歳を

超えて調理師専門学校の門をくぐった。

「過酷でしたが、料理の幅が広がった」

と楽しそうに話す。

　武さんは病院の事務長を定年退職し、

店で接客を担当する。サービス業は初め

ての武さんに、お客さんは「最近やっと

慣れてきた」と温かい笑みを向ける。

　武さんは「肉ジャガが原点やと思うけ

どな。ほんまにうまい」と照れ臭そうに

話してくれた。料理はすべて泰子さんが

手作りする。豊中市・庄内の豊南市場で

仕入れた旬の野菜やヒジキ、高野豆腐、

切り干し大根など乾物類を多く使った和

食を中心にしている。「和ごはんと名付

けているんです」。しょうゆ、砂糖、み

りん、酒、みそなどを使った日本の味を

食べてもらいたいと、寝る間も惜しんで

料理の仕込みをする泰子さんだが、９月

にパン教室の講師の資格も取得した。「メ

キメキ腕をあげて、料理教室やパン教室

も開きたい」と、頼もしい。

　ランチは日替わり、サケの塩焼き、お

からヒジキのコロッケなど。メーン料理

におかず２種類、ご飯、みそ汁、香の物

が付いて７００円～８５０円。取材日

の日替わりは豆腐とチーズの春巻きに、

シュウマイ、四方竹（しほうちく）の炊

き合わせと、クズで作る峰岡豆腐だった。

弁当のテイクアウトもある。（進藤郁美）

両親のハチミツを販売　「アトリウム３８」北原さん
　豊中市・大塚公園の西側にハチミツ専

門店「アトリウム３８」がある。両親が

採った天然のハチミツのおいしさを知っ

てもらおうと、北原寛子さんが２００９

年１２月にオープンさせた。

　４０年ほど前に祖父が養蜂業を始め、

現在は両親が引き継ぐ。両親の養蜂の方

法は毎年５、６月が和歌山県紀美野町、

その後はミツバチとともに北海道士別市

に移動して９月までハチミ

ツ採集を続ける。１人っ子

の寛子さんは家業を継ぐこ

となど考えたことはなかっ

たが、ある時、かかわるこ

とならできると思ったとい

う。

　「そもそもウチのハチミ

ツはおいしいのか」という

ところからの出発。手作り

市などにハチミツを持って

行っては反応を見て、勉強

した。寛子さんは「ハチミ
豊中市中桜塚 3－ 13 － 15、橘高マンション 1階▽ 13 時～ 18 時▽
基本は土・日・祝日が定休▽ 06－ 6841－ 9770

ツ好きが多いことに驚いた」と笑う。両

親が収穫するハチミツは１斗缶（２４キ

ロ）約３００本分で、すべてが手作業。

「世の中が進化しても、昔から形を変え

ていないのが、ハチミツのすごいところ」

と寛子さん。北海道のソバ、アカシア、

さまざまな花のミツが混ざった「百花」、

和歌山のハゼ、ミカン、アオキの６種類。

８０グラム６７０円から。　（進藤郁美）

柑橘系のほのかな香りがさわやか。甘すぎないので、
お父さんにもオススメ

ママの簡単レシピ①大学芋
　◆マーマレードを使った大学芋

　サツマイモにはビタミンが多く、食物

繊維もたくさん含まれています。加熱す

ると甘みが増し、便秘気味の子どもに

ピッタリのおやつです。

＜材料＞サツマイモ、油、マーマレード

＜作り方＞（１）乱切りにしたサツマイ

モを少し濃いめに作った塩水に２０～

３０分つけておく（２）ざるにあげ、油

で揚げる（３）マーマレー

ドをサツマイモにからませ

る

＜ポイント＞サイマイモを

かためにゆでてから揚げる

と、早くできて甘みも増し

ておいしい

【浅井久美さん、木田優里

さん】ともに池田市在住の

栄養士。現在は池田市の育

児サークル「ロケットキッ

ズ」で、簡単に作れる料理

レシピを紹介している
浅井久美さん（左）と木田優里さん。病院給食の献立づくりや、保育園
での調理経験をもつ栄養士
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バリアフリー工事に最大２００万円の補助金
　地域の生活レベルを向上させる新しい

住宅改修補助事業がある。高齢者や障害

者らを対象に、住宅をバリアフリーにす

る工事費用の半額、または最大２００万

円の補助金が出る「ケア連携型バリアフ

リー改修体制設備事業」だ。事業区域は

豊中市、池田市、箕面市、茨木市。国土

交通省が選定したＮＰＯ法人「ユニバー

サルデザイン推進協会（愛称：ゆにばっ

ぷ）」によって、２０１３

年度までの３年間限定で行

われる。

　事業の最大の特徴は補助

金利用者の収入制限がない

こと。障害のある子どもを

持つ人や、高齢の親を引き

取る人も利用できるなど、

対象範囲が広い。ゆにばっ

ぷ代表理事の芳村幸司さん

は「４０代や５０代の人で

も、将来のバリアフリーに

ついて考えてもらえたら」
「単なる住宅改造ではなく、利用者が業者と専門家と一緒に考えて解決
する事業です」と話す芳村さん

と話している。階段での転倒や風呂場

での溺水など、実は家庭内事故での死亡

者数は交通事故死よりはるかに多い。補

助金が出る期間中にリフォームを検討す

る価値はありそうだ。今年度の申し込

みは１１月２０日まで。問い合わせは

０１２０－２９４－２７９へ。豊中市の

コミュニティ政策室などにリーフレット

がある。　　　　　　　　　（早川方子）

◆上新田の赤橋◆

豊中市上新田１

に、小さなコンク

リート橋がある。

橋は石段を５段だ

け登るたいこ橋

型。川もほとんど

コンクリートで覆

われているので少

し味気ないが、橋の赤いらんかんが可愛

く、勝手に「上新田の赤橋」と名づけて、

カメラに収めた。　　　　　　（梶川伸）

ちょっとショット

今号から１２ページ　毎月第１木曜発行
　地域密着新聞「マチゴト豊中・池田」

は今回の３２号から１２ページとなり、

月１回の発行に変更しました。発行は原

則として毎月第１木曜日です。

　ページが増えるのに伴い、ページごと

の性格づけをはっきりさせました。１

ページはニュースや話題ですが、２ペー

ジは人やサークルの紹介、３ページは

子育て情報と続き、最終ページは催し物

ピックアップやプレゼントなどです。

　マチゴトはインターネットを使った読

者との交流サイト「いつ・もの・こと」

の開設準備を進めています。その内容も

紹介する予定です。　（編集長・梶川伸）

　倉田薫・池田市長が１０月２６日、大

阪市内で会見し、大阪府知事選挙への立

候補を表明した。倉田市長は、府内４３

市町村の３分の２以上の首長の賛同署名

があれば立候補するとしていた。会見ま

でに３０人が支援表明したという。

　知事選は１１月１０日に告示され、

２７日に投開票される。知事選には橋下

徹知事が率いる大阪維新の会の幹事長、

松井一郎・府会議員、共産党推薦の梅田

章二・弁護士らも立候補を表明している。

倉田市長は現在５期目。　　　（梶川伸）

倉田市長が知事選へ 豊中川柳会・田中螢柳会長「川柳の中心は人」

田中螢柳さん。「6月に仙台で行われた全日本川柳大
会は、投句者 1602人と震災に負けぬ大会になった」

大会の様子（田中螢柳さん提供）。今年のジュニア部門の題は「ゆたか」と「手伝い」。公民館などにある参加
票に記入し豊中市立中央公民館（曽根東町 3-7-3、ファクス 06-6863-4427）へ応募。11月 11日必着

　５・７・５のリズムで日々の情景や気

持ち、社会風刺を詠む川柳は、同じ１７

音でも俳句と違い、季語が必要なく口語

で表すため、最も身近で短い文学と言え

る。１１月２３日には豊中市民川柳大会

が豊中市中央公民館であり、参加者が日

ごろの成果を発表する。今年で５３回を

数える大会に、第２回から参加している

豊中川柳会会長の田中螢柳さんに、その

魅力を語ってもらった。

　川柳には穿（うが）ち、おかしみ、軽

みの３要素がある。穿ちは物事を深く掘

り下げて本質を提示すること。おかしみ

はユーモア。軽みは軽妙爽快でキレがよ

いことだ。「俳句は動植物や季節の移ろ

いなどを詠むが、川柳の中心はあくまで

人。自然はうそをつかないが、人は本音

と建て前があり、時にはうそもつく。そ

のおかしみを詠むのが面白さの１つ」

　田中さんは２０代の時に、「道頓堀の

雨に別れて以来なり」で有名な大正・昭

和の川柳作家、岸本水府が選者を務めた

川柳の新聞投稿欄に掲載されたことを

きっかけに、この世界にのめり込んだ。

「当時も若い人は少なかったですね。今

も中心は６０代以上ですが、子どもたち

にも川柳は簡単に詠めます」

　数年前から豊中市民川柳大会は、小、

中学生を対象としたジュニア部門を開設

している。昨年は「夏」を題に「なつの

ひはプールがいちばんすずしいね」「か

き氷食べ過ぎ注意でもうまい」、「弁当」

を題に「なぜだろう冷めてもおいしいお

弁当」「お弁当四季おりおりで楽しみだ」

の４句が入賞した。　　　　（礒野健一）

　マチゴトは川柳の読者投稿コーナーを

設けます。今月のお題は「手伝い」と「あ

りがとう」。選者は田中螢柳さん。はが

きに句を書き、〒５３０－８２５１大阪

市北区梅田３－４－５　毎日新聞ローカ

ル「川柳係」へお送り下さい。
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災害時のライフライン⑪　防災フィールドワーク

非常用トイレの設置・利用方法を学ぶ参加者＝写真
はいずれも2011年 3月 6日の前回イベントの様子

親子で消火器の使用体験をする参加者。イベントの問い合わせは池田土木事務所 072－ 752 － 4111。当日
は服部緑地管理事務所 06－ 6862－ 4945

　大規模な地震や、それに伴う火災など

で街が大きな被害を受け、一時避難場所

も含めた地域全体が危険と判断された場

合、避難地となるのが広域避難場所だ。

豊中市は服部緑地と大阪大学待兼山地区

の２カ所、池田市は渋谷高校、大阪教育

大学付属小・中学・高校の池田校舎、猪

名川運動公園、園芸高校、五月山公園の

５カ所が指定されている。

　そのうち防災公園として整備されてい

る服部緑地で１１月１９日、防災フィー

ルドワークキャラバンが開催される。こ

れは広域避難場所をＰＲするとともに、

市民の防災意識を高め、自主防災活動へ

の積極的な参加をうながす目的で行われ

ているイベントで、東日本大震災の直前

に行われた前回は、約２０００人の市民

が集まった。会場では、地震体験、消火

器訓練、レスキュー犬による救援活動の

実演などが企画されているほか、関西電

力、大阪ガス、ＮＴＴ西日本など、ライ

フラインを担う企業もブースを出し、地

震対策や防災設備の紹介をする。

　また、広域避難地が機能する時は、周

辺の公共交通機関は使えなくなっている

ことが想定され、公園まで歩くしかない。

今回は豊中市危機管理室とも連携して、

周辺の豊中市立緑地小学校校区の自治会

などを対象に、避難マップを片手に避難

地へのルートを確認するガイドウォーク

も行われ、公園では非常用トイレの設置・

利用や、最低限の資材を使った簡易テン

トの設営なども体験する。

　主催する大阪府池田土木事務所は「被

災時の行動や避難場所へのルート、防災

施設について知っているかどうかで“そ

の時”の落ち着きも変わる。これを機に

地域の方々が、もっと自主防災に取り組

んでほしい」と話した。公園内での催し

は午前１１時～午後３時に服部緑地公園

西中央広場一帯で開催。　　（礒野健一）

阪急ものしり帳①　９月１日から全面禁煙
　阪急電車は９月１日から各駅で、禁煙

ルームを除いて全面禁煙にした。阪急電

鉄広報部によると、阪急電車は従来から

喫煙コーナーなどを設けて分煙、禁煙を

進めてきたが、世の中の流れと、厚生労

働省の指導によって、原則的に全面禁煙

に踏み切ったという。

　阪急電車の駅は計８６。喫煙コーナー

を設けていた駅でも、午前７時半から９

時半、午後５時半から７時

半のラッシュ時間帯は禁煙

にしていた。９月からは喫

煙コーナー自体がなくなっ

た。

　一方、分煙の流れから、

６月末現在で８駅に喫煙

ルームを設けていた。宝塚

線では、梅田、十三、豊中、

川西能勢口の４駅だった。

「個室になっているので、

受動喫煙の心配がない」と

の判断からだ。
阪急豊中駅に設置されている喫煙ルーム

　今年度も喫煙ルームの新設を予定して

いる。すでに予算が組まれていたことも

あって、４駅に設置する方針は継続する

という。宝塚線では、石橋駅で設置を予

定している。

　豊中、池田の市民にとって身近な交通

機関である阪急電車についての知識や疑

問点を、今回から「阪急ものしり帳」と

して連載する。　　　　　　　（梶川伸）

８３．７ＭＨｚ　ＦＭ千里の声⑫　知念敬子さん
◆「Ｋ－ＰＯＰセレクション（土曜日９

時半～１０時）担当

　ラジオパーソナリティーやイベント司

会者として活躍し、特に沖縄の郷土芸能

の解説や紹介に関する仕事を、ライフ

ワークとして取り組んでいる。

　１０月１２日～１６日にかけて行われ

た５年に１度の「世界ウチナーンチュ大

会」にも参加した。世界中の沖縄出身者

が集まる。「アメリカやブラジルなど、

世界中から出身者が帰って来る。もう３

世、４世で顔つきも現地の人になってい

るけれど、沖縄人の誇りはずっと持ち続

けている。そういった県単位の団結力は、

他の都道府県よりかなり強い」と話す。

　「沖縄は美しい海が目立ちますが、行っ

てみて現地の人と触れ合うとわかる楽し

さが多い。考え方や物の見方も違います。

８０や９０代のおばあが、夜遅くまでお

酒飲んで踊っていたり、面白いですよ。

沖縄が好きになりすぎる『沖縄病』なん

て言葉もあるほど、はまる人はどっぷり

はまります」（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

芸能界には、子役として道頓堀の中座が初舞台。「戦
災孤児役で、ほとんどセリフもなかったけどね」
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華やかで品のある落語家・桂米團治さん
　落語家、桂米團治さんが１１月２１日

午後２時から池田市民文化会館小ホール

で、春風亭昇太さんと二人会を開く。米

團治さんに話を聞くと、「落語は演者と

お客さんの共同作業。演者のしゃべりを

聞いているうちに、お客さんが想像力を

膨らませ、頭にもう一つの立体的な映像

を作っていくのが落語の楽しさ」と語る。

　「共通の映像が描けた時に笑いが起こ

り、時には涙する。演者とお客さんの呼

吸のとり方が難しいけど、そこがまた面

白い。呼吸がピタッと一致したらどんど

ん笑いが大きくなる」

　会場となる小ホールは、落語が伝わる

のにちょうどいい大きさだと話す。「マ

イクなしで、後ろのお客さんに息づかい

まで伝わる」と言い、父で師匠の桂米朝

さんや桂枝雀さんも好んでいたそうだ。

　池田について尋ねると、「若いころ、

池田の五月山がデートコースでね。高台

からの景色が綺麗（きれい）で、よくド

ライブしました」とにっこり。

　「笑点」でおなじみの昇太さんとの二

人会は今回が初めて。「趣向が違う２人。

落語ってこんなに幅広いの？と思うよう

な会になる」と目を輝かせ、「落語は空

気を吸って帰るだけの不思議な芸。心の

ゆとりや豊かさを感じてもらえたらうれ

しいし、それが願いでもある。当日は入

場料以上のものを持って帰ってもらいま

す」と笑顔の中に強い意欲を見せた。

　しぐさの美しさにも定評がある米團

治さんの、華やかで品のある高座姿が

待ち遠しい。前売り４５００円、当日

５０００円。池田市民文化会館０７２－

７６１－８８１１。　　　　（進藤郁美）

ネタの数は 300を超え、公演数は年 150席。「落語
のなかに古き良き日本を描き続けたい」

ママブラス「ぽこあぽこ」に読者からエール続々
　マチゴト３１号に掲載した「ママのブ

ラス・ぽこあぽこ　赤ちゃんをおんぶで

練習」の記事に、読者から多くの応援メッ

セージや共感が寄せられた。文章の一部

を抜粋して掲載する。

　赤ちゃんをおんぶして練習に励むママ

さんの姿に胸が熱くなり感動しました。

（豊中市、７９歳・女性）

　ブラスバンドの記事はすぐ娘に教えま

した。本人もブラスバンド経験ありです。

（池田市、５５歳・女性）

　ママのブラス、とてもほほえましい光

景ですね。家事・育児に忙しくても、好

きなことに集中して、がんばってほしい

です。（豊中市、５５歳・

女性）

　驚くやら感心するやらで

す。（豊中市、８４歳・男性）

　演奏を聞いて泣く人の気

持ち、わかる気がします。

（池田市、６４歳・女性）

　ママさんバンド、すごく

感動しました。こんなに夢

中になれるって……家庭も

きっと円満なんでしょう

ネ。（豊中市、６７歳）

　子育てしながら心豊かに

生きておられる姿勢に心からエールで

す。（豊中市、６０歳、女性）

　地元にこんな楽しそうな活動をしてい

る人がいるなんて、ステキです。（豊中市、

３５歳・女性）

　子連れ女性のブラスバンドがあるとは

……子育てなのでがまんするのではな

く、今どきの女性、がんばってほしい。

フレーフレー。（豊中市、６２歳・女性）

　写真にはびっくりしました！　子ども

を背中にしょっての演奏……す、すばら

しい！（豊中市、３１歳・女性）

　思わず「ガンバレ」のエールを送りた

くなりました。（豊中市、６８歳・女性）

お母さんだけでなく、子どもたちにも「おりこうさんですね」「かわいい」
の声が寄せられた
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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。

　　　　　１１月～１２月初旬の催し物ピックアップ　　　　　１１月～１２月初旬の催し物ピックアップ
開催中
江原和足展「北摂春秋Ⅳ」（7日まで）／阪急池田駅構内の「ギャルリVEGA」
10 時～ 18 時半（最終日は 16 時まで）。「旧猪名川鉄橋（1975 年ごろ）」

＝写真＝など昭和 30 年ごろから描き続けてき北摂の風景 42 点を展示。

池田市観光協会 072-750-3333。

5（土）
いけだラーメンフェスタ（6日まで）／池田駅前てるてる広場
11 時～ 16 時（チケット販売は 10 時 45 分から）。池田市、豊中市をはじ

めとするラーメン店９店が集まり、１杯 350 円のハーフサイズラーメン

を提供。参加店は池田市から丸一食堂、充正屋、凡場、豊中市から島田

製麺食堂、箕面市から菜菜、大名、川西市から雲照、にしのみやラーメ

ン川西家、東大阪市から天神。いけだサンシー 072-751-5591。

6（日）
綾羽こども館・秋のおまつり／池田市・綾羽こども館
10 時～ 15 時。人形劇団せっぽく座とねこじゃらしの巻として、人形劇のパペット展示と簡単人形作

り「パクパクぱくりんを作ろう」。参加無料。ねこじゃらし吉田さん 090-7343-9367。

8（火）
シャーリーさんとパーティー／豊中市・桜塚会館
16 時半～ 18 時。豊中市内の小学校で英語を教える外国人ママのシャーリーさんと外国語でコミュニ

ケーションを楽しむ。11 月 8 日はタピオカドリンク・パーティー、11 月 22 日はアメリカンキッズ

ランチ・パーティー、12 月 6 日はスノーマンクラフト・パーティー、12 月 20 日はクリスマス・パー

ティー。小学生が対象。定員は 10 人。申し込みが必要。参加費は各 300 円。にゃんと !オフィス

06-6843-0999。

1 2（土）
大阪音楽大学Presents　Daionコンサート　夕映えの海とともに～秋の夜長にジャズの調べ～／大阪市住
之江区南港北2-1-10　ATCビル10F、南港サンセットホール
17 時～。海の見えるホールで、ゆったりとジャズを楽しめる。スペシャルゲストにサックス奏者・

赤松二郎さん。事前申し込み不要。入場無料。ATC 企画推進チーム 06-6615-5005。

1 3（日）
五児文☆科学まつり／池田市・五月山児童文化センター
10 時～ 15 時半。「オリジナル分光器を作ろう」「ハンダ付けでモールス信号？」「ガラス管を曲げて

みよう」などの実験や、「鉱石ラジオを聴いてみよう」などの体験、プラネタリウム、池田高校化学部、

池田中学校科学部、渋谷中学校理科部などの科学展示やワークショップも。小学校高学年以上が対

象（低学年は保護者同伴）。五月山児童文化センター 072-752-6301。

ほんまもんガラクタ市／池田市新町2-14　いけだピアまるセンター
10 時～ 16 時。池田の老舗に眠る色々な“ガラクタ”を大放出。13 時からは水谷静光堂による「新

町なんでも鑑定団」も開催。入場無料。いけだサンシー 072-751-5591。

池田アマチュアマジシャンズ　第16回奇術の祭典／池田市民文化会館小ホール
13 時半～ 16 時。子どもから大人まで楽しめるマジックを、アマチュアマジシャンが披露。さまざま

不思議体験ができる。入場無料。池田アマチュアマジシャンズ 072-752-1047。

1 9（土）
イシバシ・ハンダイ映画祭２０１１応募作品上映会・本選会／大阪大学豊中キャンパス内大阪大学会館
10 時～ 18 時。イシバシ・ハンダイ映画祭は、大阪大学と石橋商店街のシーンを含んだ 10 分程度の

映像作品のコンテストで、当日に応募作品の上映と審査を行うほか、アニメプロデューサーの田中

翔子さんを招き、ＣＧアニメ「ロボと少女」の上映と、トークイベントも開催する。また石橋駅周

辺の居酒屋・バーで作品の上映会も行われる。11 月 1 日～ 19 日が昨年の応募作品、11 月 20 日～ 30

日が今年の応募作品。協力店など詳細は大阪大学 21 世紀懐徳堂 06-6850-6449。

第70回ミュージアム・コンサート「リードオルガン―足で送り出す繊細な音色―」／豊中市名神口1-4-1大
阪音楽大学音楽博物館
14 時～。ハーモニカやアコーディオンに近い楽器、リードオルガン。リードオルガン奏者の大森幹

子さんが、わかりやすい解説とともにフレスコバルディ、バッハ、大中寅二の作品を奏でる。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希望の催事名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 ▽

〒 561-0841　豊中市名神口 1-4-1 大阪音楽大学音楽博物館

2 0（日）
国際交流と人権を考えようＰＡＲＴ２／とよなか国際交流センター（エトレ豊中６階）
9 時半～ 16 時半。国際交流センターで活動する団体の活動発表や展示、バザーなどを行う。13 時半

からは大阪のドヤ街・釜ヶ崎で育ったラッパー・ＳＨＩＮＧＯ★西成さんと、釜ヶ崎のＮＰＯココルー

ム代表で詩人の上田假奈代さんによる公演を開催。公演のみ参加費 500 円、定員 70 人。参加希望者

は財団法人とよなか国際交流協会へ申し込む。電話 06-6843-4343、ファクス 06-6843-4375。

すてっぷシネマ in パープルリボン／とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ（エトレ豊中５階）
10 時～ 17 時。女性への暴力防止を訴えるパープルリボンの日にちなむビデオ上映会。10 時からの

part1 はデートＤＶやセクハラに関する作品、16 時半からの part2 は女性限定で性暴力サバイバー

からのメッセージ作品を上映。入場無料。とよなか男女共同参画推進センター 06-6844-9773。

2 3（水・祝）
みのおマンドリンクラブ第１８回定期演奏会／豊中市立ローズ文化ホール
14 時開演。「麦祭り」「黎明序曲」「川の流れのように」など日本の歌、世界の歌をマンドリンで演奏。

入場無料。みのおマンドリンクラブ増田さん 090-3274-4361。

2 6（土）
世界の楽器と音楽・三味線が奏でる日本の“情”／豊中市立伝統芸能館
14 時～ 15 時半。伝統芸能館と大阪音大博物館による連携講座の第７回。大阪音大非常勤講師の長江

浩子さんを講師に招き、その魅力に迫る。参加費無料。定員 80 人。参加希望者は往復はがきに講座

名、氏名、住所、電話番号、参加希望人数を記載し、〒 561-0884 豊中市岡町北 1-4-1 へ応募。11 月

17 日必着。定員に満たない場合は 18 日より電話予約受け付け 06-6850-1313。

1 2月3（土）
お天気キャスター正木明さんに聴いてみよう子育てのコツ！／池田市民文化会館コンベンションルーム
14 時～。「男女共同参画社会をめざす市民フォーラム」として、その実現に貢献した個人・団体を

表彰した後、気象予報士の正木明さんを迎えて父親の子育てなどについて講演会を開催。入場無料。

定員 150 人（先着順）。参加希望者は氏名、電話番号、参加人数を池田市市民生活部人権推進課へ電

話（072-754-6231）、ファクス（072-752-6680）、メール（j-suishin@city.ikeda.osaka.jp）で連絡。

アゼリアジャズオーケストラコンサート　３組６人に
　池田市民文化会館を拠点に活動する足

立衛＆アゼリアジャスオーケストラのコ

ンサートが１１月２６日（土）１４時か

ら、同会館アゼリアホールで行われる。

今回はジョージ・ガーシュイン＆コール・

ポーターを特集する。チケットは前売

３５００円、当日４０００円。問い合わ

せは同会館０７２－７６１－８８１１。

　マチゴトは、このコンサートの招待券

を抽選で３組６人にプレゼント。はがき

に「アゼリアジャズ」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し、〒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。１１

月１６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。
クラリネットのソロ演奏を見せる足立衛さん＝ 8月
13日、ジャズピクニック in 猪名川で

悲喜こもごもの人生
　「同病の逝去のニュース神思う」

　ある朝、突然に「くも膜下出血」で倒

れて以来、５年余の歳月が流れた。

　集中治療室での闘病は、不安だけが募

り、落ち込んでいく一方の私の問いに、

執刀医の先生が力強く「大丈夫！」と言っ

て、笑顔でうなずいてくれた。

　このひとことが何よりの“特効薬”と

なって、「人生のトンネルだって光あり」

と希望が湧き、前向きになる事が出来た。

　先日、体調を崩して、“笑い薬”となっ

ている川柳部会を欠席したが、柳友から

「大丈夫？」の電話とお見舞いのハガキ

までいただいた。

　すると、高い血圧にびくびくしていた

心が次第に穏やかになり、落ち着きを取

り戻すことが出来た。

　これからも、喜怒哀楽の人生ドラマを

重ねながら、“言葉の力”を、日々の暮

らしの潤滑油としていきたい。

　　　　　　　（池田市、松崎令子さん）

◇「ありがとう」の感謝の気持を伝える

文章を、マチゴト豊中・池田に送ってく

ださい。　　　　　　（編集長・梶川伸）

お母さんへ
私は、今までうずうずしていて、言えな

かった事を書きます。「お母さんは、自

分勝手」と、心の中で思っていたことを、

あやまりたいです。颯人（はやと＝弟）も、

そう言っていました。

でも、ちがった。お母さんは、私がきら

いなんじゃなくて、良くなってほしいか

ら、怒っていることはわかっています。

それに、私が甘えると、その甘えをうけ

とめてくれた。そのときは、うれしかっ

たです。だから、心から言います。あり

がとう。＝東丘小学校５年（２０１０年

度）　西川舞さん（豊中「伝えよう！い

のちのつながり」第２回作品から）

鯖やの「とろ鯖棒寿司」を５人にプレゼント
　マチゴトは、阪急庄内駅の近くに本

店を持つサバ寿司専門店「鯖や」（豊中

市庄内東町１－７－３３▽電話０６－

６３３５－２２０４）の人気商品「とろ

鯖棒寿司」（２０００円）の引換券を５

人にプレゼントします。鯖やでは大量生

産に頼らず、１本１本を手作り。他の

サバとは比較にならないほど脂ののっ

た「青森八戸前沖サバ」を使用し、旨味

と食べやすさを引き出しています。はが

きに、「とろ鯖棒寿司」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３－４－５　

毎日新聞ローカルにお送り下さい。１２

月２日消印有効。発表は引換券の発送を

もって代えさせていただきます。
人気ナンバー 1のとろ鯖棒寿司。「多くの芸能人、
著名人にもご指示いただいています」とのこと


