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大きなお腹抱えてフラダンス
北野産婦人科で安産アロハ

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

マタニティーフラ教
室で楽しそうに踊
る 妊 婦 た ち。 問 い
合わせは北野産婦
人科 06 － 6852 －
1050

ラダンスで出産に備えた体づく

婦と子育て中の母親ら２０人ほどが参

る水町裕美子さんは「１人目が妊娠５

りを――。豊中市中桜塚２の

加した。ストレッチ体操の後、
「真珠

カ月の時に始めた。ひどかった便秘が

北野産婦人科はユニークな提案をして

貝の歌」などのハワイアンソングに合

解消され、安産だった」とにこやかで、

フ

いる。北野宏幸院長が安産を目指し、 わせて左右にステップを踏むなど、し

２人目が妊娠７カ月の佐々木宏美さん

２００４年に「マタニティーフラ教室」 なやかな体の動きを見せていた。踊り

は「フラがあると聞いてこの病院を選

を始めた。
「運動不足や体のかたい妊

始めるとお腹の赤ちゃんも動きだすこ

んだ。レッスン中は保母さんが１歳７

婦さんがものすごく多い。中腰で動く

とがあるそうだ。

カ月の娘を見てくれるので安心」と楽

フラダンスは下半身の血行を良くし、

「フラの優雅な動きは妊婦さんの運

しそうに話していた。北野院長は「友

骨盤の筋肉も鍛える。それが安産につ

動に最適。心と体のリラックスになる。 達ができ、地域や子育ての情報交換が

ながる」と、始めたきっかけを話す。

赤ちゃんにも伝わるわね」と、インス

できる場になってきた。ここが人と人

教室は第２、４金曜日の午前中に開

トラクターのホクラニ泰子さんはほほ

がつながるコミュニティーになるよう

笑む。

サポートしたい」と話している。

かれる。１１月２５日１０時半からの
レッスンには、大きなお腹を抱えた妊

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

（進藤郁美）

３人を出産した後もレッスンを続け

TEL:06-6346-8255 / FAX:06-6346-8256
Mail:info-toyonakaikeda@machigoto.jp
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お問合わせ先

９０年前のピアノの音色 大阪大学会館に響く
２０１１年４月に耐震改修工事を行い

ピアノの購入にかかわった大阪大学大

リニューアルした大阪大学会館（旧イ号

学院文学研究科の伊東信宏教授は「歴史

館、
１９２８年建築、
登録有形文化財）
に、

ある建物にあったピアノを、アンティー

大阪大学が開学したころに作られたピア

ノが設置され、１１月４日にレクチャー

コンサートが開かれた。

◆「ごきげん千里８３７（やぁ、みんな）
木曜日（１０時～１３時）」担当

（礒野健一）＝コミュニティＦＭ千里木
曜日午前１１時から放送中の、マチゴト

学生時代は陸上競技の中距離に励み、

豊中・池田の記事を紹介する番組「まる

ク的な価値ではなく、実際に弾くことが

先日行われた大阪マラソンも完走した。

ごと・マチゴト」も中井さんの担当だ。

できる状態で置きたいと考えた。当時の

「坂道の車道から見下ろす大阪の街は、

曲は、当時のピアノによって作曲されて

普段は見られない風景。とってもきれい

いるので、今のピアニストにもこうした

で感動しました」

の１つ、オーストリアのベーゼンドル

古いピアノに触れた上で演奏をしてほし

ファー社が１９２０年に製作したもの。

い」と話した。

（礒野健一）

人懐こく明るいトークでラジオパーソ
ナリティーを務めるが、もともとは人見

現在のピアノが８８鍵（け

知りする性格という。人前でしっかり話

ん）なのに対し、低音に４

せるよう心理学も勉強し、経験を踏むう

鍵多い９２鍵となっている

ちに度胸もついて、初対面の相手にも普

ほか、高音が金属を叩いた

通に話せるようになった。

ような独特の音色を持つ。

千里は学生時代に住んでいた場所で、

コンサートではピアニ

今も当時アルバイトをしていた店をのぞ

ス ト の 小 坂 圭 太 さ ん が、

くという。「実家が京都の園部なんです

シューベルトのピアノ・ソ

が、千里も緑が多いので、実家に帰って

ナタや、当時作曲されたバ

きたようにホッとします」と笑う。

ルトークの「ミクロコスモ

「今の仕事は、色々な人に出会えるこ

ス」を演奏。２００人を超

とが魅力。少しずつ自分の感性を磨いて

き入った。
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８３．
７ＭＨｚ ＦＭ千里の声⑬ 中井美佐さん

このピアノは世界３大ピアノメーカー

える観客が、その音色に聴

TEL：06-6346-8255

1920 年に作られたベーゼンドルファー製のピアノを前に対談する伊東
信宏教授（左）とピアニストの小坂圭太さん

阪急ものしり帳② 駅長

いって、『この人になら話してもいいな』
と信頼されるアナウンサーになりたい」

「服部緑地から曽根駅へ向かう道は、かわいいお店
が多くて好きですね」

ペルーの子ども支援 チャリティーコンサート開催

豊中市と池田市にある阪急電車の駅

関」と話す。豊中駅レールウェイフェス

豊中市在住のペルー音楽コンビ、フ

は被災地に送ってあげて」との声が挙

に、駅長は３人しかいない。しかも、全

ティバルと名づけたイベントを開くほ

ローレス・デュオが、
「第１３回アマウ

がった。募金はそのまま渡すことになっ

員が豊中駅にいる。３人は通常は豊中駅

か、地域の催しのポスターを管区外の駅

タチャリティコンサート」を１２月４日

たが、代わりに日本語で「がんばれ日

にいて、ほかの駅を巡回する。

にも掲示してもらう要請もする。

午後１時から、大阪アメニティパーク
（大

本！」と書かれたメッセージボードを託

阪市北区天満橋１）で開催する。

された。兄のフレディさんは「会う度に

豊中駅は拠点となる駅で、箕面線も含

午前７時には駅にやってくる。７時

めて１１駅を「豊中管区」としてまとめ

３２分発の通勤準急と８時４０分発の急

コンサートは「何かの形でありがとう

成長している子どもたちの笑顔に励まさ

て、計９５人を束ねている。北隣の管区

行が混むため、乗客の整理にもあたる。

の気持ちを返したい」と考えたデュオ

れる。いずれ日本の子どもたちとの交流

駅は川西能勢口駅だ。

顔見知りになった人が、あいさつをして

が、出身地のクスコ市にある身体障害児

もしたい」と夢を語った。

くれるのが、
うれしいそうだ。（梶川伸）

施設「サン・ファン・デ・ディオス」を

豊中駅のトップは松崎昭治・統括駅長

で、さらに２人の駅長がい

支援するため、１９９９年

る。松崎さんの勤務は午前

から毎年行っている。弟の

８時から午後５時まで。ほ

ヘススさんは「ペルーでは

かの２人は午前８時から翌

障害者福祉の意識がまだ低

日の午前８時までの勤務を

く、施設には親に捨てられ

交代でこなす。宿直勤務だ

た子が多い。チャリティー

が、仮眠は４時間だそうだ。

で集まった募金で、施設環

隔日勤務を繰り返していて

境も徐々に良くなり、教育

は公休が取れないので、川

にも力を注げるようになっ

西能勢口駅所属の駅長が出

た」と話した。

かけてきて、ローテーショ

ンに入る。
松崎さんは「駅は街の玄

（礒野健一）

昨年集まった募金は、東
管区内各駅の状況を見るモニターの前に立つ松崎統括駅長

ハーブで暮らしを楽しむ⑩

日本大震災の直後に届けた
が、子どもたちからは「今

2009 年に施設を訪問したヘスス・フローレスさん（左）。子どもたち
の笑顔が活動の原動力だ（フローレス・デュオ提供）

日本酒への思い「純米主義」出版 中野恵利さん

クリスマスの足音が一段と近づいてき

クール Mrs. Lavender 代表。初心者向け

日本酒の仕込みシーズンを迎えた。大

した。「どんな酒造家が、どんな思いで

ましたね。去年の我が家のクリスマスで

の楽しい講座～資格取得の講座まで対

阪市北区黒崎町の日本酒バー「杜氏（と

酒を造ったのかを伝えたかった。心が見

は、ハーブやフルーツを漬け込んだグ

応（完全予約制）http://mrs-lavender.

うじ）屋」は、小さな蔵でこつこつ造ら

える本にしたかった」と話す。米作りか

リューワインを楽しみました。ハーブの

com/ ▽ info@mrs-lavender.com

れた純米酒のみを扱う。酒造家の話を聞

ら始める一貫造りの「秋鹿」
（大阪府能

香り豊かに仕上がって、オリジナルワイ

き、酒を利いて選んだ１２００種類を扱

勢町の秋鹿酒造）、見栄や競争とは無縁

ンに早変わり！

うと、店を経営する中野恵利さんは話す。

の杜氏が造った「石のかんばぜ」
（島根

中野さんは池田市に事務所を持つ。杜

県大田市温泉津＝ゆのつ＝町の若林酒

＜レシピ＞赤ワイン１８０ｃｃ、シナ

モン１／３本、ローズマリーひとつまみ、

氏屋を始めたのは１９９５年。「するか

リンゴ３０ｇ、キンカン１個を輪切りに、

らにはプロでいたい」と、各地の酒蔵を

スターアニス１個、クローブ２個、ジュ

訪ね歩いた。
「酒造家たち

ニパー５個

の酒への愛情、酒造りに対

これは、我が家のオリジナルレシピで

に触れたのが、のめり込む

いいですし、ローズマリーやジュニパー

きっかけだった。

は入れないことも多いです。その時ある

「蔵の人に会うと、自分

もので作られたらいいと思います！

の心の貧しさが浮き彫りに

レシピの材料を鍋に入れて、１晩おい

なり、恥ずかしくなる。蔵

てもいいし、時間が無ければ、沸騰させ

の人は、昨日よりましな自

ないように加熱してください。フィル

分になろうと思わせてくれ

ターなどでこしたらできあがり。より香

る大切な人」

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブ専門ス

（進藤郁美）

する真摯（しんし）な姿勢」

すが、キンカンはオレンジやミカンでも

りを楽しめる飲み物です！

造）など６１の酒を紹介している。

おしゃれな飲み物としてではなく、冬を楽しく健康
に過ごすための昔の人の知恵だったのでしょうね

２０１０年３月には「純
米主義」
（小学館）を出版

「日本酒の文化的な部分を伝えたい」
と中野さん。
執筆のほか、
カルチャー
センターで日本酒講座を開くなど日本酒文化の普及に努めている

お問合わせ先

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編⑭

【クリスマスのてんし】

わが家の宝もの

私のところにも舞い降りてくれないかし

この作品は、クリスマスに愛らしい天

TEL：06-6346-8255

わが家の宝もの

赤いバッグがお

かわいく右手を

気に入りの友衣華

挙げてあいさつす

使が舞い降りてきて、困っている人や動

（ゆいか）ちゃん

るのがマイブーム

物たちを助けるお話です。お話もさる

はまだ９カ月。ハ

の 瑛 人（ え い と ）

ことながら、装丁も大変可愛い絵本で

イハイで活発に動

く ん は、 写 真 を

す。１０人の天使が、絵本の窓から顔を

き回る、元気な女

撮った１週間後が

ひょっこりのぞかせる装丁になっていま

の子です。

１歳の誕生日。

ら、天使さん！ （絵本を楽しむ会・Ｍ）

す。針仕事で疲れて、眠ってしまった女
「クリスマスのて
んし」作：エルゼ・
ヴェンツ・ヴィエ
トール 訳：さい
とうひさこ（徳間
書店）

性の代わりに、針仕事をしてくれる天使

も登場します。天使に助けてもらえるの

は疲れた人だけかしら？

私は裁縫が大

の苦手。疲れているわけではないけれど、

子どもと楽しみたい絵本 てくてく編④

【ちいさなもみのき】
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好奇心おう盛

プレゼントは自

で、行けるとこな

分で運転する乗り

らどこまでも！

物だったそうだけど、もう名ドライバー

あ、また何かを見付け

たみたいです。今度は何が友衣華ちゃん

になったかな？

の瞳に映ったのかな？

きずな深めるベビービクス 情緒性など促進

む姿に、私のほうが励まされていること

豊中市新千里南町の直原（じきはら）

ドバイスも受けられる。また、参加する

元気な末っ子が、今秋大きな病に見舞

に気付きました。息子の２２歳の誕生日

ウィメンズクリニックで、ベビービクス

母親同士でも互いに話をすることで、悩

われました。この作品の主人公のように

とクリスマスはもう間近。クリスマスの

教室が行われている。ベビービクスとは、

みを解決していた。初めて参加した母親

歩くことが困難になる病気でした。主人

奇跡が、彼の誕生日プレゼントとなるよ

生後２カ月～１年未満の赤ちゃんに、母

は「家でも簡単にできるものなので実践

公の父親は森まで行けない息子のために

う祈りながら…。メリークリスマス！

親がスキンシップをとりながらマッサー

してみたい」と、赤ちゃんのほっぺをツ

ジやエクササイズをするもので、発達段

ンツンしながら話した。

毎年、モミの木を切りに来て、クリスマ

（絵本を楽しむ会・Ｍ）

（礒野健一）

スツリーに変身させ、春になるとモミの

階に応じた運動が、赤ちゃんの自然な運

木を森に戻しに行きます。それを何年続

動発達の促進につながると、近年注目さ

ニ ッ ク 】 豊 中 市 新 千 里 南 町 2-11-1 ▽

けたことでしょう。でも、今年はいくら

れている。

06-6871-0314 ▽木・土午後、日祝休診

待ってもモミの木を切りに、父親が現れ

取材に訪れた時は、７カ

ません。ところが突然、クリスマスキャ

月～１歳の赤ちゃんと母親

ロルの歌声が。男の子が自分の足で歩い

が参加。童謡に合わせて背

て、森へやってきたのです。この作品を

中をさすったり、鏡を使っ

心の支えに息子の闘病を見守ってきまし

た運動をした。指導した助

た。元気だった息子の悲しみを心配しま

産師の谷口陽子さんは「お

した。でも、甘えん坊の彼が、家族に悲

しい顔を見せず、前向きに治療に取り組

作：マーガレット・ワイズ・ブラウン 絵：バーバラ・
クーニー 訳：上條由美子（福音館書店）

【医療法人廣仁会

直原ウィメンズクリ

母さんが顔を見せながら、
優しい言葉をかけてするこ
とで、情緒性や知的発達に

夫婦で楽しむＷの子育て⑭

◆子どもの病院、誰が行く？

も効果が出る」と話した。
終わった後は体重を量っ

子どもはパパを信頼するようになり、

寒くなってくると、子どもたちの病気

パパは親としての自覚がアップし、ママ

が心配ですね。子どもが熱を出したり、

はその間、時間ができる。家族みんなが

ケガをした時、病院へ連れて行くのはマ

ハッピーになれます。そして、夫婦で子

マの役割になっていませんか？

どもの健康について考える貴重なきっか

病院へ

行くと、いつから症状があるかだけでな

く、食欲は？

睡眠は？

けになるはずです。

て成長度を確認し、助産師
さんから個別に子育てのア

リラックス効果があるためか、途中でおしっこをしてしまう赤ちゃんが
続出。バスタオルや着替えは必須だ

ママの簡単レシピ②カボチャパイ
カボチャに含まれるビタミンＡは肌や

砂糖の量を調節する

便の様子は？

小さなことからパパを巻き込んで子育

粘膜を丈夫にして、風邪などに対する抵

【浅井久美さん、木田優里さん】ともに

機嫌は？と「子どものふだんの様子」を

てしていかないと、子どもが大きくなっ

抗力を強めてくれます。冬至（１２月

池田市在住の栄養士。現在は池田市の育

よく知っていないと答えられない質問を

てから「子育てはお前に任せてきたん

２２日）にかぼちゃを食べると風邪をひ

児サークル「ロケットキッズ」で簡単な

されます。

だ！」なんて言う「無責任パパ」になっ

かないと言われています。おいしい料理

レシピを紹介している。

ちゃいますよ。

で寒い冬を乗り切りましょう。

それに尻込みしてしまうパパもいます

し、
「これは私の仕事」と思うママも多

いようですが、時間の調整がつくなら、

一度パパに任せてみては？

子どもを病

＜材料＞カボチャ、砂糖、春巻きの皮、
油、
【椹（さわらぎ）寛子さん】

レーズン（お好みで）

豊中在住のライター・コピーライター。

＜作り方＞（１）カボチャの種を取り、

院へ連れて行くと「この子のことはオレ

３歳男児の母。夫は平日の夫婦２人の弁

電子レンジで加熱、またはゆでてやわら

がちゃんと分かっていないと」という責

当と、休日の朝昼晩の食事をつくるイク

かくする（２）皮を取りのぞき、カボチャ

任感が生まれるようです。

メン。http://ameblo.jp/mamawriter/

をつぶす（３）砂糖を少し加える（４）
春巻きを作ると同じようにカボチャを春

子育てサークル⑲ ＥＮＪＯＹ★ＥＮＧＬＩＳＨ
豊中市の山鳥真理さんと池田市の井手

愛子さんが、豊中市蛍池中町３、蛍池公

巻きの皮で巻く（４）低温でひっくり返
しながらキツネ色になるまで揚げる

もには好きになってもらいたくて」と、

＜ポイント＞お好みでレーズンを混ぜて

参加の理由を語る。

もおいしい。かぼちゃの甘みにあわせて

民館で毎月１回、親子を対象とした英会

参加費は子ども１人につき１回５００

話サークル「ＥＮＪＯＹ★ＥＮＧＬＩＳ

円（ 保 護 者 は 無 料 ）
。 完 全 予 約 制。 申

Ｈ」を開いている。山鳥さんと井手さん

し 込 み は メ ー ル（little.kids.oyako@

は元英会話講師で、なめらかな英語を話

gmail.com）で。

（早川方子）

梅花中学・高校にジャンボステンドグラス
豊中市上野西１、梅花中学・高校の校

す。同じころに出産し、第１子が３カ月

舎に、約７メートル四方のジャンボステ

の時にサークルを発足させた。

ンドグラスがお目見えした。生徒が色セ

サークルは、絵本の読み聞かせや歌、

る（日曜と祝日、年末年始を除く）
。
＝情報提供・豊中市（早川方子）

ロファンと黒画用紙を使い、手作りで仕

簡単な体操などをすべて英語で行い、親

上げた。生徒たちは「今年のデザインは

子で一緒に楽しめるよう工夫されてい

キリスト教に詳しくなくても楽しめるも

る。井手さんは「お母さんにも発音を覚

のになっています。他の学校とは一味違

えてもらって、子どものお手本になって

う地域との交流を楽しんでください」と

ほしい。その方が子どもも喜びます」と

話している。

話す。最前列で英語の絵本に見入ってい

点灯期間は２０１２年１月６日までの

た１歳８カ月の直広君のお母さん、吉田

日没から午後９時まで。午後８時までは

佐苗さんは「私も夫も英語が苦手。子ど

砂糖のかわりに少量のハチミツを加えてもおいしい

12 月 13 日、1 月 18 日 の 参 加 者 募 集 中。 ブ ロ グ
http://oyakodeenjoyenglish.seesaa.net/ もある

正門から入って間近で楽しむことができ

冬の夜空を彩る色鮮やかなステンドグラス
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ひきこもりの若者と家族に向け１７日に講演会
１２月１７日（土）午後１時から、生

６９万６０００人。ひきこもりの若者に

活情報センターくらしかん（豊中市北桜

対しては「単なる怠けもの」との偏見が

塚２）で、不登校やひきこもりなどの悩

あるが、実際は発達障がいなどの問題を

みを抱える若者や、その家族、支援者ら

抱えている人が多く、適切な支援やト

を対象とした講演会と相談会「生きづら

レーニングを必要としている。しかし本

さの中にいる若者たちへの生活の場での

人に自覚がなかったり、世間体を気にし

総合的支援」が開かれる。京都で精神科

て家庭ごと社会から孤立しがちだったり

在宅医療に取り組んでいる精神科医、高

するため、ひきこもり状態が長期化して

木俊介さんが講演するほか、関西青少年

しまうケースが多いのだ。

自立支援センターＮＯＬＡなど、約１０

の支援団体の相談会も開かれる。

ホッとリンクのアドバイザー、金香百
合さんは「１人で悩んでいても解決でき

この会を主催するのは、豊中市庄内西

ません。本人でなくとも、まずは家族が

町４に拠点を構える支援団体「若者＆家

講演会に参加することで改善への第１歩

族総合支援

を踏み出してほしい」と話している。

ホッとリンク」
。ひきこも

りや不登校、発達障がいなどの悩みを持

（早川方子）

つ人やその家族らの相談にのり、適切な

施設・機関を紹介し、希望があれば同行

する。本人の面談や家庭訪問も必要に応

じて行っている。豊中市からの支援を受

けて２０１１年５月に発足し、現在すで

に１４ケースを抱え、
「スタッフが少な

いので手いっぱいの状況」だという。
「 ひきこもり は 珍 し い こ と ではない

んです」と事業担当の柴垣恭子さんは

話す。２０１０年度の内閣府の発表に

よ る と、 全 国 の ひ き こ も り の 若 者 は

高木俊介さん。精神科医、たかぎクリニック院長、
ACT － K 主宰

金香百合さんと柴垣恭子さん（右）
「入場無料。どなたでも大歓迎です」。参加者は事前に申し込みを。
電話 06 － 6842 － 7129 ▽ファクス 06 － 6842 － 7139 ▽ブログ http://hotlinkoutreach.blog.fc2.com

南谷クリニックの「メディカルフィットネス・エムズ」マネージャー・松村亮介さん
豊中市の医療法人南谷継風会「南谷ク

いな人、苦手な人も多く、運動の良さを

ぱいすることで利用者同士のつながりも

リニック」は、２００８年にメディカル

いくら伝えても、継続してもらえないの

でき、来ることに苦を感じなくなった人

フィットネス「エムズ」を開設した。医

が悩みだった。そこで「会話」を多く取

も多い」と笑う。エムズではヨガやピラ

メディカルフィットネス・エムズ】豊中

師がサポートしながら、１人ひとりに

り入れた。
「井戸端会議ですよ。話をいっ

ティスなども取り入れ、楽しく運動でき

市岡町北 1-2-4 ▽電話 06-6841-5720

るようサポートしている。 （進藤郁美）
【医療法人南谷継風会

南谷クリニック

合った運動プログラムを提供する。通

常のフィットネス会員のほか、高脂血

症、糖尿病などの生活習慣病や膝痛、腰

痛などで通院中や治療を終えた患者ら約

２５０人が利用している。
マネージャーを務める松村亮介さんは

健康運動指導士で、
医師の診断に基づき、

個々の運動プログラムを作る。松村さん

は「プログラムに沿った運動を続けると、

症状の改善につながる」と話し、
「数値

に変化が見られるまでは最低３カ月かか

るが、１カ月で何らかの変化を体に感じ

る」と自信を見せる。体に変化を感じた

瞬間、
「目線が上がり、表情がいきいき

メディカルフィットネス・エ
ムズは専門のスタッフが個別
に 指 導 す る。 無 料 体 験 も あ
る（ 予 約 制 ）
。HP は http://
www.minamitani-c.or.jp/

してくる。そんな姿を見るのが何よりう

れしい」そうだ。
ただ、「実感してもらうまでの１カ月

が大変」と苦笑する。運動がもともと嫌

「動かしやすい体を作るのがエムズの方針」と松村さん。
ストレッチをはじめ有酸素運動、筋力トレーニングを取
り入れ、1 人ひとりに合ったプログラムを作る

同

お問合わせ先

コロッケの可能性を追求 四里四方
豊中市今在家町のオーガニックレスト
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編集長のズボラ料理(22)コンニャクのカレー煮

た。
「素材の素朴な味を楽しんでほしい」

ラン「四里四方」は、駅から離れた場所

と和田さん。今は１３種類だが、作りた

にある。それでも、「何度も来たくなる

いコロッケはまだまだある。

ような、人が集まる店にしたい」と、合

TEL：06-6346-8255

昔の新聞記者は、ほとんどが酔っ払い
だった。
僕は１９７０年に入社し、初任地は和

るから大丈夫、という連絡のためだが、
「酔っ払いの夫を持って、お互いに大変
ですね」と、慰め合ってもいた。

歌山だった。そこの先輩記者も酔っ払い

大阪の記者の行きつけの店は、北新地

同食品株式会社（豊中市）の代表取締役、

題がある。ベーシックなポテトコロッケ

か、大酒飲みばかりだった。夜になると、

のおでん屋「ふ留井（ふるい）
」である。

和田友宏さんが２００７年にオープンさ

のほかチーズベーコン、黒毛和牛、甘

先輩がその名も「酒一」という店に誘っ

ここでも、コンニャクは人気だった。僕

せた。店名は「四里四方に病なし」とい

エビクリームなど７、８種類が食べ放

た。店の裏の川の臭いが流れてくるよう

は豆腐とジャガイモが好きで、
ママに
「ア

う言葉からとった。四里四方は人が１日

題になる。ご飯、みそ汁、サラダ、そう

な、小さなおでん屋だった。コンニャク

レ」と言うと、そのセットが出てきた。

に移動できる１６キロ四方のこと。四里

菜、ドリンクが付いて１２００円。男性

だとか竹輪だとか、安いものをあてに飲

四方を中心に、各地の生産者から有機栽

が２０個、女性は１５個食べたのが最高

み、次の店に行く。最後は「プレイクラ

ママは給料日になると、請求書を持って

だったとか。テイクアウト専門の直営店

ブ」という店で、店の女性がシャンソン

会社に訪ねてくる。そうすると、記者は

などを歌ってくれた。

別の出入り口から逃げる。そんなエピ

培や特別栽培の野菜を取り寄せる。
和田さんの父は、３０年ほど前にコ

四里四方のランチにはコロッケ食べ放

「玄華（コロッケ）屋」は豊中市南桜塚

ロッケの製造、販売会社をつくった。和

４にあり、
１３種類が７０円～１５０円。

田さんは２０００年に父の会社を引き継

直営店は菜種油、レストランは米油で揚

酔っ払いがいつもリクエストをした。僕

から、
その店のメニューに加わったのが、

ぎ、
「コロッケって一見、
同じに見えるが、

げるというこだわりがある。（進藤郁美）

はその店で、アダモの「夢の中に君がい

コンニャクのカレー煮である。それをズ

る」を覚え、いまだに大好きだ。越路吹

ボラ流にアレンジしてみた。

中身の組み合わせは無限。夢のある面白

い食品」と話す。
「小さな子どもたちに

内環状線

606

上津島2
10

材にこだわったコロッケの商品開発にも

たが、北海道上士幌町の村山農場のジャ

サークルK●
サークルK
●
尾崎歯科 ●

猪名川

乗り出した。最初は失敗の繰り返しだっ

オーガニック
レストラン

ガイモ「北あかり」
、淡路島産タマネギ、

沖縄県の「粟国の塩」
、熊本県・
「卑弥呼

醤（しょう）院」のしょうゆ、島根県・

木次乳業の「ノンホモ牛乳」などを使い、

冷めてもおいしいコロッケを作り上げ

ラウンドワン●
西濃運輸

専光寺
●

四里四方アクア

●

今在家町自治会館

雪が歌った歌詞も気に入っている。

ソードを、先輩からよく聞いた。数年前

コンニャクをさいころ状に切り、砂糖

「人の気も知らないで」を、店の女性

かみりん、少量のしょうゆを加えただし

大阪音楽大学
音楽博物館

と一緒に歌う先輩がいた。歌い出すと、

汁で煮る。後で市販のカレールーを入れ

池田線
阪神高速

も安心して食べてもらいたい」と、素

上津島

アダモの曲「雪は降る」が人気があり、

たくさんの記者が、
つけで飲んでいた。

僕は覚悟をする。その後、「家に来い」

る。コンニャク１枚の場合はルーのひと

と言うからだ。ついて行くと、なぜかス

山が目安。とろみがほしいので、煮汁は

トラビンスキーの「春の祭典」のレコー

少ない方が良い。最後に、梅干しを刻ん

ドをかけて、また飲む。クラシック曲だ

で加え、ひと煮立ちさせても良い。だし

から長い。奥さんは、一緒に連れていか

汁で煮る時間は長いほど味がしみるのだ

れた別の先輩の奥さんと、電話で話を

が、カレーの味が濃いので、短い時間で

している。夜遅いが、自分の家に来てい

もごまかせるからありがたい。
（梶川伸）

敷島
製パン

名

神

高

速

道

路

豊中IC

エッソ石油 ●

●

阪急園田駅、庄内駅から阪急バス。今在家町バス停
下車徒歩 5 分

【オーガニックレストラン四里四方】豊中市今在家町 14 － 10 ▽ 11 時～ 15 時、17 時～ 22 時▽木曜定休▽
06 － 6868 － 2974

カレーうどんのコンニャク版といったところ。この写真は梅干しが入っていないバージョン
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阪大の先生②小倉明彦さん 知識の身体化目指せ

北摂麺大使① 豊中市・来夢来人
好きなことは言い続けるものだ。編集

に魚介を加えたあっさり風味で、添えら

「焼き豚には前と後ろがある」「クッ

めはパサパサだったタネが、寝かせると

会議で「ラーメン、ラーメン」と唱えて

れたシソとニンニクも良いアクセント

キーとビスケットの違いとは？」
「牛乳

しっとりするのは、混ぜ込んだ酸素とタ

いたら、今号からラーメンの連載を持つ

だ。東京の製麺（めん）所から仕入れる

はなぜ白いのか？」

ンパク質分子が化学反応を起こして水に

ことになった。いざ記事にするとなると、

特注の細ストレート麺は、唇から伝わる

普段何気なく食べているものに対する

なるからだ。こうして実際にやってみて

最初はどの店にするか迷ってしまうが、

プリプリ感がたまらない。これで６５０

疑問を科学的に説明するだけでなく、実

説明を聞けば、知識は身体化して身につ

豊中市役所へ行く際によく立ち寄る「来

円とは得した気分だ。

際に学生と一緒に料理をして学んでい

いていく。

最近は月替わりの限定メニューも精力

く「料理生物学」は、大阪大学豊中キャ

店主の大和京一さんは、１３０キロを

的に出す。アイデアからネーミングまで

ンパスの名物講義だった。担当する小倉

記憶が成立する仕組みについて、細胞レ

超える体重に坊主頭という、存在感抜群

家族みんなで考える。１２月は「Ｒ－Ｔ

明彦教授の研究室が吹田キャンパスに変

ベルの解析を行っている。

の風貌だ。初めての人には取っつきにく

ＭＴ」というメニューらしい。さて、ど

わったこともあって現在は開講していな

神経科学における最近１０年で最も重

んなものか楽しみだ。

いが、このほど講義の内容を抜粋した
「実

要な発見の１つに、ミラーニューロンと

況☆料理生物学」
（大阪大学出版会）が

いう神経細胞がある。
「物まね細胞」と

発行され、人気を集めている。

も呼ばれるこの細胞は、ある動作につい

夢来人（らいむらいと）
」に決めた。

いかもしれないが、話せば気さくで優し

い性格だとわかる。取りわけ女性には優

しい。とことん優しい。

（礒野健一）

【来夢来人】豊中市中桜塚１－２－４▽
１１時～１５時、１７時～２３時▽木曜

実は、
小倉さんの専門は神経生物学だ。

「学生は知識は豊富だけど、それは本

て、自分自身でした時にも、他人がそれ

ので一品料理もレベルが高

やインターネットからのものばかりで、

をするのを見た時にも、同じように活

いが、専門店にもまったく

自分で実践して得たものは少ない。最近

動するという。「つまり、他人の意図や

引けを取らない各種ラーメ

は中学や高校でも理科の実験をあんまり

気持ちを理解する心について、哲学では

ンがお気に入りだ。店のイ

しないみたいだしね」
。そう話す小倉さ

なく科学で語れるようになったというこ

チ押しは「和風つけ中華そ

んは「知識の身体化」という造語を使う。

と。それができない心の病気にも、抽象

ば」で、もちろん僕も大好

自分の経験を踏まえて知識をより深めて

論ではないアプローチが可能になる」

きだが、個人的には「焼鶏

いくことだ。
「そのきっかけとして、料

ラーメン」を推す。丼の中

理は１番身近な題材。作らない人はいて

東京オリンピックの聖火ランナーを務め

央に乗った大きな焼きトリ

も、食べない人はいないんだから」

たことが自慢だ。
「当時通っていた東京

ラーメン専門店ではなく中華料理店な

定休▽０６－６８５２－１３１６

学生時代は陸上部だった小倉さんは、

は、焦げ目の付いた皮のパ

講義ではキャンパス内でタケノコ堀り

リッとした食感と、ジュー

やキノコ採りもした。うどんやラーメン

たんだ。８００メートルくらいだけど、

を小麦粉から作ったこともある。こね始

いい思い出」と笑った。

シーな肉のうまみまで存分

に楽しめる。スープはトリ

今回は読者代表で大阪大学の竹鼻智子さん（左）と三浦由香子さんに食
べてもらった。「とってもおいしいです！」

の中学から、伴走者を含めて３人選ばれ

（礒野健一）

池田・細河の植木市 「セリに参加を」
池田市中川原町の細河園芸センターで

北浦さんは「細河の植木は種類も多

毎月８、１８、２８日に植木の定例市が

く、モノがいい。一般の人にもセリに参

開かれている。細河園芸農業協同組合
（北

加してほしい。目利きができなくても、

浦富男組合長、組合員２８２人）が業者

アドバイスします」と話す。植木市は

向けに開催する植木市で、会場は組合員

１２月２８日は休み。初市は１月１８日。

が育てた四季折々の庭木、草花、盆栽な

０７２－７５１－６８３９。（進藤郁美）

どの植木がズラリと並ぶ。
１１月１８日１０時から始まったセ

リには約３０人が参加し、振子（ふり

こ）と呼ばれる進行役の威勢の良い掛け

声に反応し、目当ての植木を次々と競り

落とした。高さ３メートルほどの台杉が

２万２０００円の値が付いたほか、ドウ

ダンツツジ、ナンテン、マンリョウ、ミ

カン、ロウバイなど約５０種類１００を

超える植木がセリにかけられ、１時間半

ほどで終了した。

庭木や苗木、盆栽などが次々と競り落とされた＝細
河園芸センターで 2011 年 11 月 18 日

気軽にお寺に② 若冲と扇松 豊中・西福寺

料理にはまったのはドイツ留学時代。「とんかつソース的なソースがなくて野菜を煮込んで作ったり、油揚げ
が食べたくて豆腐から作ったり。料理と言うより素材作りだね」

目指すは地域オンリーワン 田村商会

豊中市小曽根の小さな寺、西福寺に

榎原住職は「３５０年ほど前に寺が焼

１１月３日、約５５０人の参拝者が詰め

け、新しい本堂を建立する際に記念に植

６０年以上に渡り池田の街を見つめてき

誠実な姿勢と地域に密着した情報の多

かけた。年に１度だけ文化の日に、寺が

えた、と伝えられている」と説明する。

た不動産会社だ。田村佳寛社長が掲げる

さ。
その両方が信頼につながり、
オンリー

所蔵する伊藤若冲（じゃくちゅう）の絵

本堂を使ってしばしばコンサートを開

会社の理念は「地域のナンバーワンでは

ワンの基盤となっている。 （礒野健一）

く。
「寺に足を踏み入れたことがない若

なく、オンリーワンを目指す」。田村さ

い人も来る」
。音楽とのコラボで、榎原

んは「不動産会社に来られる方は、物件

住職は開かれた寺を目指す。 （梶川伸）

を探している方だけでなく、どうしよう

を公開しているからだ。
若冲は江戸時代中期の画家。京都の大

火で焼け出され、西福寺の檀家である大

坂の薬種問屋の支援を受けた。その縁で

寺に１年ほど滞在し、
ふすま絵「群鶏（ぐ

【西福寺（さいふくじ）】豊中市小曽根１
－６▽０６－６３３２－９６６９

んけい）図」
（重要文化財）

１ ９ ４ ９ 年 に 創 業 し た 田 村 商 会 は、

か困っている方も多い。話をよく聞き、
ニーズに応えるコンサルティング的な提
案を心がけている」と話す。

や「蓮池（れんち）図」
（同）

土地や物件の売買相談も、メリットと

などを描き、寺に残した。

デメリットを合わせて開示する。一般の

群鶏図は若冲の集大成の作

人には分かりにくい土地相場も、「根拠

品として評価が高い。榎原

に基づいて話すことが大事。割に合わな

清了住職は「観光の寺では

ければしっかり伝える」という。

ないので、ＰＲはしない。

「『誰かに相談したいんだけど』という

見てもらうのも、虫干しの

時に、気軽に立ち寄ってくれる存在であ

名目」と語る。

りたい」と話す田村さんが、古ぼけた池

境内いっぱいに、松が枝

田市の住宅地図を見せてくれた。そこに

を張り、「松の寺」として

は自社はもちろん、他社が仲介した物件

も知られる。上から見た姿

から「扇松」と呼ばれる。

らも問い合わせが来るほどの精度だ。

扇松を背に榎原住職は語る。「地域の人に来てもらえる寺にしたい」

までマーキングされている。それら田村
さんが日々集める細かな情報は、銀行か

【田村商会】池田市呉服町 1-1 サンシティ池田 1 階
▽ 072-751-2170 ▽ 9 時～ 19 時▽水曜、祝日休

お問合わせ先

サークル会員募集⑧ とよなかま

TEL：06-6346-8255
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自然で遊ぼう② 河原で集めるリース素材

長年日本で暮らしている外国人ママが

もらいたい」と話している。問い合わ

山や河原を歩いていると、薬草もある

ですか？

月２回、阪急豊中駅前のエトレ豊中６階

せは大西さん（電話０９０－１７１０

し、山菜もあります。でもこの時期はリー

のとよなか国際交流センターで、子ども

－８１４８▽メール toyonakama@yahoo.

スの材料が採れる季節です。そこで今

アウトドアスクール自遊塾代表。日本エ

たちに英会話を教えている。参加する

co.jp）へ。

【木村太郎さん】

回はリースを作ることにしました。リー

コツーリズム協会主催の「このガイドさ

小学校１～４年生の子どもたちは、ア

スは大きく分けて２つの部分からなって

んに会いたい１００人」の１人。たくさ

ルファベットの音や単語を練習したり、

います。１つはツルで編む本体部分。も

んの人が自然にふれあい、楽しめる。そ

ゲームをしたりと、楽しみながら英語に

う１つは松ぼっくりなどの飾りの部分で

んな世界を目指し活動中。ホームページ

触れている。

す。松ぼっくりや赤い実は池田市・五月

http://www.eggs-nature.net

（進藤郁美）

英会話教室を開くのは「とよなかま」
。

山や公園で拾うとして、今回はツルを採

豊中市の小学校で英語体験活動を担当し

りに猪名川に行きます。

た外国人ら６人ほどが集まって今年、誕

今回使うツルは葛のツル

生させたグループだ。英語や外国語、文

です。地面にはっていて採

化の授業をしたことで、自国の文化を伝

りやすいのと、葉っぱが特

えることの楽しさを感じ、もっと多くの

徴的なので間違えることが

人に触れ合いたいと思ったという。

ないからです。このツルを

とよなかまは、英会話以外にも各国の

好きな長さになるまで集め

料理教室や中国語でのピラティス開催、

て丸めると本体の出来上が

子育てサークルへ英会話講師を派遣する

りです。葛のツルは非常に

など、地域の外国人とコミュニケーショ

丈夫なので、籠を編んだり

ンできる場づくりを目指している。代表

することもできます。身近

の大西裕子さんは「身近にこんな素晴ら

しい外国人がいるということを知って

英会話教室「CLUB とよなかま」は月 2 回（隔週土
曜日）10 時半～ 11 時半。1 回 1000 円。初回無料

なツルを使っていろいろな
ものを作ってみてはいかが

服部緑地ウォーキング 糖尿病には適度な運動を
豊中市東寺内町の千里山病院が１０月

１９日、服部緑地で「院長と行くウォー

年末年始の催し物ピックアップ

月にも同じイベントを予定。千里山病院
０６－６３８５－２３９５。（礒野健一）

キング＆特別講義」を開いた。千里山病

猪名川にたくさんある葛。葉が 3 枚あるのが特徴です。ツルの中では
1 番採りやすく、非常に軟らかいので紐の代わりにもなります

3 1（土）

除夜の鐘／池田市・慈恩寺

院は糖尿病の初期段階で強化インスリン

療法に取り組むと同時に、気軽で継続的

22 時から灯篭を献灯。23 時から除夜の鐘。先着 108 名に幸運餅を無料配布。大根だきのふるまいも
ある。慈恩寺 072-751-7208。

にできるウォーキングを推進している。

除夜の鐘／池田市・久安寺
23 時 45 分ごろから、参拝者も除夜の鐘をつくことができる。開運甘酒と招福大根のふるまいも。本
堂で修正会、薬師堂では年越護摩供が行われる。久安寺 072-752-1857。

圖司（ずし）茂和院長が糖尿病の肥満

遺伝子検査について講義した後、参加者

除夜祭／池田市･呉服神社

は距離別に３チームに分かれて歩いた。

23 時半から除夜祭､ 0 時から太鼓の音を合図に福火がたかれる。元日 9 時ごろからお神酒のふるま
いも。呉服神社 072-753-2243。

圖司院長は「歩くことは人間の特徴であ

り基本。これをきっかけに運動療法を継

続してほしい」と話した。２０１２年４

除夜の鐘／池田市・大広寺
秋晴れの中、約 1 時間をかけて公園内を歩いた参加
者

23 時 20 分ごろから、参拝者も除夜の鐘をつくことができる。お神酒、ぜんざいのふるまいも。大広
寺 072-751-3433。
大祓式・除夜祭／豊中市・春日神社
大祓式は 17 時から。22 時半から除夜祭。福火点火。春日神社 06-6852-4735。

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

福火点火／豊中稲荷神社
23 時から。1 月 3 日まで。豊中稲荷神社 06-6852-4733。

※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（元日）

除夜祭・歳旦祭／豊中市・春日神社
0 時から。9 時から月次祭。春日神社 06-6852-4735。
年始／豊中市・服部天神宮

ジュエリーリサイクル“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！
ジュエリーを超格安で販売しています。
ジュエリーの修理・リフォームも・・・
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）

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
優先順位はお客様に決めていただきます
1 時間 3 人コース 11,000 円／ 2 人コー
ス 7,000 円 清掃用具・洗剤持参
家中をスッキリとさせて、清々しい新年
をお迎えになりませんか？
プライバシー厳守。まずはお電話を
（株）ハウスクリニック 06-6863-1208

着付教室 蛍池駅前
お手持ちの物で即お稽古。見学自由
月 4 千円 / 入学金 3 千円 無料貸出有
蛍池 浪速きもの学院 06-6843-1441

元日の 0 時～ 16 時半と、2 日と 3 日の 9 時～ 16 時半に樽神酒をふるまう。3 日 10 時からの元始祭
では謡曲と尺八の神前奉納。服部天神宮 06-6862-5022。
年始／豊中稲荷神社
祈祷（有料）を受けた人に若竹神酒をふるまう（15 日まで）
。豊中稲荷神社 06-6852-4733。
年始／豊中不動尊
境内に大絵馬（横 3 メートル 30 センチ、高さ 2 メートル）展示。9 時半～ 15 時 50 分に大護摩祈祷（15
日まで）。豊中不動尊 06-6854-1692。

アート力芸術教室（絵画・造形）
プロのアーティストが教える芸術教室
絵画・造形・コラージュ・デッサン等
子供から大人まで創造力を養い個性を
伸ばす芸術クラス。英語も絵画も一緒
に学べ表現力を鍛える英語芸術クラス
新規生徒募集中。体験レッスン有。
子供（水・金・土）／大人（水・土）
お気軽に問い合わせください（稲垣）
090-6491-1527 infoartca@gmail.com

A4アンケート1枚で利益を5倍に
あなたの作ったチラシやホームページ、
ひとりよがりになっていませんか？
A4 サイズ 1 枚のアンケートで、チラシ・
ホームページ・ＤＭが凄腕営業マンに変
身します。販促コンサルタントである講
師がアンケートの「聞き方」を伝授。
12 月 21 日 ( 水 )14 ～ 17 時、定員 25
参加費 : 会員 1000 円／一般 5000 円
豊中商工会議所☎ 06-6845-8002

年始／豊中・上新田天神社
元日 0 時～ 19 時と、2 日と 3 日の 9 時～ 19 時にお神酒をふるまう。元日と 2 日の 10 時～ 12 時に書
初めコーナーを開設。上新田天神社 06-6834-5123。
年始／豊中・庄内神社
9 時から湯立神事（大釜 2 基で湯を沸かし神前に供える）
。元日～ 3 日の 9 時半～ 17 時に祈願祭で祈
祷（有料）。祈祷を受けた人にお神酒をふるまう。庄内神社 06-6331-1287。

8（日）

消防出初式／豊中市・大門公園
10 時～ 11 時半。小雨決行。音楽隊によるドリル演奏、箕面自由学園チ
アリーディング部の演技、救出訓練、一斉放水ほか。豊中市消防本部・
消防総務課 06-6846-8407。

9（月）

豊中えびす祭（11日まで）／豊中市・服部天神宮
3 日間とも 14 時から福餅授け（無料）が行われる。10 日は著名人による福餅授け。服部天神宮 066862-5022。

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。
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マチゴト川柳
題﹁ありがとう﹂﹁手伝い﹂

◇秀句◇義援金世界の人にありがとう︵藤沢長一︶

◇佳句◇手話学ぶ最初のことばありがとう︵橋本カンナ︶

照れるけどはっきり言うわありがとう︵栗田久子︶

◇入選◇洗濯物畳むぐらいはする夫︵寺井柳童︶

八十路生き亡き父母にありがとう︵吉野かほる︶

ありがとう言うのがなんで恥ずかしい︵有田一央︶

邪魔だけど手伝いするともみじの手︵宮本すみ子︶

田中螢柳選

1 1（日）

石橋ジャズ／池田市・石橋駅前公園

山里に自然の恵みありがとう︵田村和江︶

14 時～ 16 時。地域、職場、学校、家庭などで女性ならではの「生きづらさ」を、世界の女性たちの
状況を学びながら考える。無料。定員 40 人。12 月 3 日までに申し込み。すてっぷ 06-6844-9773。

︻短評︼秀句・東日本大震災に世界中からの義援金︑日本人みんなの感謝︒

1 0（土）

女性のしんどさ、どこから来てるの？／豊中市・すてっぷセミナー室１
（エトレ豊中5階）

佳句一・学んだ手話の最初の言葉が﹁ありがとう﹂︑素晴らしい︒佳句二・

10 時半～ 12 時。13 日（火）
、20 日（火）にも開催。簡単な中国語を使ったピラティス。エステサロ
ンを経営するピラティスインストラクターの黄寧美さんが講師。各回 1500 円。大西さん 090-17108148。

照れ性の日本人︑でも感謝の気持ちは︑はっきり言おう︒

6（火）

ピラティスin中国語／豊中市・とよなか国際交流センター（エトレ豊中6階）

︻選者より︼選を担当することになりました︒人間を︑世相を︑よく観

14 時開演。落語みゅーじあむで落語を習う生徒による寄席。古典から創作落語、ウクレレまで６人
が日ごろの成果を披露する。入場無料。落語愛好会オフィス猪山 090-1950-4246。

大阪市北区梅田３ー４ー５毎日新聞ローカル

第5回猪山寄席／池田市・阪急池田駅前南会館（サンシティ池田2階）

察して文芸として人間味のあるほのぼのとした川柳を心がけてお励みく

11 時～ 18 時。豊中市内のアマチュアコーラスグループなど約 70 団体が、日ごろの成果を発表する。
入場無料。豊中市中央公民館 06-6866-0555。

ださい︒ご健吟を祈ります︒

第52回豊中市合唱祭／豊中市立アクア文化ホール

マチゴト川柳の次回の題は﹁お正月﹂﹁食べる﹂です︒はがきに住所︑氏名︑電話

13 時開演。下駄タップ、童謡コーラス、ちびっこ連弾、日舞、リコーダー合奏、ハワイアンフラ、ベリー
ダンス、ママさんヒップホップダンス、タヒチアン＆フラ、フリースタイルダンスなどを披露。豊
中の市民文化を支える会主催。入場無料。きずな 06-6848-8989。

番号を記入し︑〒５３０ー８２５１

句まで投句可︒

3（土）

第6回市民文化祭／豊中市・すてっぷホール（エトレ豊中5階）

﹁マチゴト川柳係﹂へお送り下さい︒締切は２０１２年１月５日︵必着︶︒１題２

12月の催し物ピックアップ

TEL：06-6346-8255

13 時～ 17 時。大阪大学軽音ＳＷＩＮＧが石橋駅前公園を舞台にジャズライブを開催。石橋商店街有
志も参加し、
豚汁やぜんざいなども用意。いつもとちょっと違う石橋を楽しむ。入場無料。雨天中止。
石橋×阪大 090-1130-9374。

1 5（木）

池田「伝えよう！いのちのつながり」市長賞ら表彰

大阪音楽大学 第７回ミレニアムピアノコンサート／大阪府豊中市庄内幸町1-1-8、大阪音楽大学ミレニ

アムホール

17 時開演。ガーシュウィン、シューマン、ワーグナー、リストなどの名曲を、大阪音楽大学のピア
ノ教員（藤井快哉さん、木村綾子さん）が披露する。入場無料、自由席。小学生は保護者同伴で、
乳幼児・未就学児童の入場は不可。大阪音楽大学 コンサート・センター 06-6334-2242。
おやこでよちよちミュージック／豊中市立中央公民館
10 時半～ 11 時半。音楽サロン「くつろぎ」の吉田寛子さんらの歌や季節のはなし。2 歳の子どもと
保護者が対象。15 組。12 月 5 日 10 時半から電話受け付け。1 組 300 円。市立中央公民館 06-68660555。

1 6（金）

学生と地域の新たな協働を考える～学生から見た豊中の協働事業とすきまの公共サービス～／豊中市・あーと

らんどYOU2（中桜塚2-27-8）

18 時～ 20 時。甲南大学の学生が豊中市の協働事業や助成事業について研究したことを発表し、地域
における公共的取り組みについて、学生の視点から課題を探る。それらをもとに地域団体や行政職
員らと交流する会で、一般の参加も歓迎。おかまちコミュニティカフェ kitto 06-6841-5120。

命の尊さや、家族、友だちとのつなが
りの大切さなどを学び、啓蒙する「伝え

うけんめいおせわをしてくれてほんとう
にありがとう。

よう！いのちのつながり」キャンペーン

おかあさんは、いつもがんばりすぎる

（大阪池田モラロジー事務所主催）の受

から、ぼくはおかあさんのことがしんぱ

賞作文表彰式が１１月６日、池田市立カ

いです。でも、おかあさんは「ぼくが大

ルチャープラザで開かれた。今年で１４

きくなるまでかならずぼくを守るから

回目となるキャンペーンには、池田市内

ね。
」といってくれます。でも、あまり

の小、中学生から７２３作品の応募があ

むりをしないでほしいです。

り、１９作品が会場で朗読、表彰された。

ぼくもいっぱいおてつだいをして、た

審査委員長を務めた池田市教育委員

すけてあげようとおもいます。ぼくが大

会・学校教育推進課の松本泰秀課長は
「今

きくなったらおかあさんを車にのせてい

年は震災もあり、命のつながりを考える

ろんなところへつれていってあげたい

博物館

機会も多かった。家族について一生懸命

な。こんどはぼくがおかあさんをまもる

14 時～。紀元前 3 ～ 4 千年には、すでに存在していたハープ。マリー・アントワネットが愛したシ
ングルアクション・ハープやアイリッシュ・ハープ、日本の天平時代の箜篌（くご）などを、ハー
プ奏者・摩寿意英子さんがわかりやすく解説し、演奏する。参加希望者は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

に書いた作品に心が洗われた」と応募作

からね。

1 7（土）

第71回ミュージアム・コンサート「ハープ この麗しき楽器たち」／豊中市名神口1-4-1大阪音楽大学音楽

品を講評した。（礒野健一）
◇
「おかあさんへ」池田市立

親子で楽しむクリスマスコンサート／豊中市・野畑図書館2階集会室

北豊島小学校１年

17 時半～ 18 時半。フルートトリオ「アモーレ」が童謡、クリスマスソング、ディズニーメドレーな
どを演奏。小学生は保護者同伴。入場無料。野畑図書館 06-6845-2400。

さん

つながる力をつける4講座／豊中市・すてっぷホール、セミナー室（エトレ豊中5階）
13 時半～ 16 時。高齢での 1 人暮らしが不安、シングルライフの行方は、健康な毎日を過ごすには…
など、新しいつながりをつくるヒントをさぐる。大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
特任教授の西川勝さん、映画監督・俳優の倉田操さん、認知症ケアの藤井ひろみさんらが講師。12
月 10 日までに申し込み。入場無料。とよなか男女共同参画推進財団 06-6844-9773。

東勇翔

ぼくは、おかあさんのこ
とがだいすきです。いつも
おいしいごはんをつくって
くれるからです。それに、

植物園のクリスマス（18日まで）／豊中市・服部緑地都市緑化植物園

おかあさんがつかれている

10 時～ 19 時。17 日 16 時～と 17 時半～アカペラコンサート、18 日 15 時～と 17 時～ハンドベルコ
ンサート。クリスマスカフェやイルミネーションも。2 日間は入園無料。服部緑地都市緑化植物園
06-6866-3621。

ときも、おふろにいれてく

生きづらさの中にいる若者たちへの生活の場での総合的支援／豊中市・生活情報センターくらしかん

をひいたときも、いっしょ

13 時～ 16 時半。不登校やひきこもりなどの悩みを抱える若者や、その家族、支援者らを対象とし
た講演会と相談会。精神科医、高木俊介さんが特別講演するほか、関西の支援団体が相談会を開く。
入場無料。事前に予約を。若者＆家族総合支援ホッとリンク 06-6842-7129。

1 8（日）

邦楽鑑賞会～子どもたちと奏でる三曲演奏会～／豊中市立伝統芸能館
14 時開演。箏、
三弦、
尺八の演奏会。演奏曲目は「新娘道成寺」
「萩の露」
「月下美人」など。入場無料。
定員 100 人。参加希望者は往復はがきに公演名、氏名、住所、電話番号、参加希望人数（はがき 1
枚で 2 人まで）を記載し、〒 561-0884 豊中市岡町北 1-4-1 豊中市立伝統芸能館へ応募。12 月 8 日
必着。定員に満たない場合は 12 月 9 日より電話で予約を受け付け 06-6850-1313。

れるからです。ぼくがかぜ

小学校低学年の部の市長賞表彰を受ける東勇翔さん（中央）と、高学年
の部で市長賞を受賞した藤坂真夕香さん（左・北豊島小 5 年）

マチゴト３４号は１月１２日発行
「マチゴト豊中・池田」の今年の最終

◆毎日新聞はマチゴト豊中・池田の
「地

号をお届けします。愛読していただいた

域と一緒に」の理念に基づき、動画中心

みなさん、取材に協力していただいた

の新しいウェブサイトとして、豊中ご近

方々にお礼を申し上げます。次の３４号

所ＴＶ「いつ・もの・こと」を開設しま

待兼山クリスマスコンサート2011／豊中市・大阪大学会館

は２０１２年１月１２日の発行です。通

した。１度ご覧ください。http://www.

14 時開演。大阪大学、大阪音楽大学、豊中市の共催。阪大アカペラサークル「モスコミュール」が
洋楽をアカペラにアレンジした楽曲や、大阪音大クラリネットオーケストラがジャズの名曲とクリ
スマスソングを演奏。定員 300 人。申し込みが必要。入場無料。大阪大学 21 世紀懐徳堂 06-68506443。

常は毎月第１木曜日ですが、年末年始を

itsmonokoto.com

はさむので、第２木曜日にしました。

ジをお読みください。
（編集長・梶川伸）

生花のフラワーアレンジメントにチャレンジ／豊中市立庄内公民館3階第2講座室
10 時～ 12 時。庄内銀座に「フラワーショップ水彩えのぐ」を経営する福嶋まさよさんがアレンジメ
ントを教える。小学 3 年生以下は保護者同伴。定員 20 人。12 月 6 日 10 時から電話で受け付け。参
加費 500 円。庄内公民館 06-6334-1251。

2 4（土）

第2回シビックジャズ クリスマスジャズコンサート／豊中市・よみうり文化ホール（千里中央）

池田市長選は２５日投票
倉田薫・前池田市長の辞職に伴う池
田市長選挙が１２月１８日に告示され、
２５日に投開票される。

13 時半～ 17 時。実力派ジャズミュージシャンのほか、大阪大学のジャズオーケストラや豊中高校吹
奏楽部が出演。一般 1500 円、中高生無料（自由席）。抽選でクリスマスプレゼントも。シビックジャ
ズコミュニティ 090-3266-6498。

し１２０１０３４票を集めたが、次点に

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。

終わった。新知事には松井一郎・大阪維

倉田前市長は大阪府知事選挙に立候補

新の会幹事長が当選した。 （進藤郁美）

詳しくは５～８ペー

編集後記・礒野健一

