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夢は大きくオリンピック
高校生ボクサー、
秋山君

高

34

校生ボクサー、秋山佑汰君の朝
は早い。毎朝５時に起き、１０

キロのランニングをしてから学校へ行
く。身長１７６センチ、体重５９キロ。
試合前の１週間は夕食を抜いて、体重
を５６キロまで落とす。
秋山君は淀川工科高校の２年生で、
豊中・ライザースポーツボクシングジ
ムに所属している。２０１１年１０月
の山口国体のバンタム級で優勝し、翌
１１月に滋賀県で開かれた選抜大会近
畿予選でも優勝して、３月に開かれる
全国選抜大会出場を決めた。近畿予選
では最優秀選手賞に輝いた。
「でも僕は中学まで負けっぱなし
だったんですよ」と秋山君は振り返る。
ボクシングを始めたのは小学４年生の
時だった。友達に誘われたからだとい
う。小学校時代は試合に出ては負けて
いたが、中学３年生の時に全国大会で

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

優勝した。
「勝ちだすと、試合中でも
ビビらなくなった。勝つ喜びの方が大
きくなったからかな」と照れくさそう
に笑った。
勝利の喜びを知ってから、練習によ
り身が入るようになった。朝のランニ
ングのほか、シャドーボクシングや
ミット打ち、縄跳びなどを毎日１時間
半、休みなく続け、プロ選手を相手に
した実戦練習にも挑む。ジムの会長で
トレーナーの竹中義則さんは「秋山選
手の特徴は、とにかく真面目で努力家
なところ」と話す。
秋山君の夢は「オリンピックに出る
こと」で、大学に進学してアマチュア

練習の合間に、同じ
ジムに通う小学生の
フォームを見ること
もある。子どもたち
にとっては、高校生
チャンピオンも普通
のやさしいお兄ちゃ
ん

選手を続けるつもりだという。取材の
最後に記者が「女の子にもてるでしょ
う？」と聞くと、
「全然もてません！
女の子はボクシングに興味ないから
……」と顔を赤らめた。 （早川方子）

お問 合 わせはこちらへ

〒530-8251大阪市北区梅田3-4-5
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お問合わせ先

赤ちゃんを包む２０色の夢 ママのお腹に幸せの絵
見てください、カラフルで大きなお腹

を。青い空がある。花も咲く。イルカも

思いを絵に込める。絵の具は入浴すれば

2

漫画文化を広げたい 画屋・小川満洋さん
豊中市寺内にある画屋（かくや）は、

文化の発信にも力を入れる。
「豊中は手

漫画の制作を業務とする会社だ。行政や

塚治虫さん生誕の地。ここを中心に、東

泳ぐ。妊婦のお腹に絵を描く「ベリーペ

２週間後が予定日だった浜谷絵梨さん

企業のパンフレットなどに、分かりやす

京に頼らない、大阪発の漫画文化を花開

イント」は、妊娠を祝って記念に残すた

は「描いている時はお腹の下半分が見え

く解説した漫画やイラストを描いてい

かせたい」と、夢を語る。 （礒野健一）

め描かれるボティーペイントの１つで、

なかったけど、何て可愛いの！」と完

る。
「子どもから大人まで、広く発信で

欧米などでは盛んに描かれている。安産

成した絵を見て満面の笑みを浮かべた。

きるのが漫画の利点」と、代表の小川満

祈願の意味も込められているという。

３３週目だった佐藤恵美さんは「ビック

洋さんは話す。

豊中市の北野産婦人科は、２０１１年

落ち、人体への影響も無いという。

TEL：06-6346-8255

リした。
すぐに消えるのはもったいない」

生まれた時から豊中で育った小川さん

夏からベリーペイントを始めた。
「記念

と言いながら、長男の和哉くん（３）に

は、
「ドラえもん」から漫画の世界に没入。

になる。子どもにお腹の中にいた時のこ

「ここに弟がいるんだよ」と話していた。

将来は漫画家になると決め、学生時代

とを話してやれるし、夢がある」と院長

３１週目の藤澤里佳さんは「描いている

から東京の出版社へ数多く持ち込みをし

の北野宏幸さんは話す。絵を描くのは門

時、何度か動いた。生まれた子に『ここ

た。デビューは果たせず、いったんは普

真市の佐渡絵美さんで、
「赤ちゃんがお

に居たんだよ』
と話してあげたい」とにっ

通に就職をするが、営業職として働いて

腹にいる時の幸せな気持ちを、ずっと残

こり。大事そうに大きなお腹を抱える３

いた時、顧客から頼まれて描いた漫画が

してほしい。子育てに疲れた時、この絵

人は、幸せの笑顔だった。 （進藤郁美）

好評で、「これは商売になるのでは」と

を見て元気を取り戻してほしい。そのお

２００２年に画屋を開業。「難しいこと

手伝いをしたい」と話している。

も漫画から入れば、興味を持ってもらえ

佐渡さんはユニバーサル・スタジオ・

る。潜在的な需要は少なくない」と話す。

ジャパンでフェースペイントの仕事をし

仕事として漫画を描く一方で、子供向

ていた。病院の院長が集まって２００６

けの漫画教室を開いたり、ＷＥＢ漫画

年から開いている「お腹の中からの子育

サ イ ト「manga capture」（http://www.

て」をテーマにしたマタニティーカーニ

e-manga.info/）を運営したりと、漫画

マチゴトでは次号より、画屋と協力して豊中・池田
の歴史や昔話の漫画を連載

バルで、北野さんに出会った。
佐渡さんは約２０色の肌用の水性絵の

具を使い、妊婦の要望を聞きながらイ

メージを膨らませ、両親の赤ちゃんへの

ベビーペイントも。生まれたばかりの安部結さんの
長女、梨音（りのん）ちゃんにはハートが描かれた

豊中市の金田仁美さん 国際ピアノコンで第１位
豊中市在住のピアニスト、金田（かな

が、１時間も演奏が続くため、「体力的

た）仁美さんが、２０１１年１０月に

にも精神的にもバテが来て、後半は崩れ

フランスのパミエ市で行われた第２回

てしまった」と結果を残せなかった。そ

フォーレ国際ピアノコンクールで第１位

の反省から、今回は２時間通して演奏を

を受賞した。

続けるなどの練習をこなしたという。

堺市出身の金田さんは、ピアノ教師を

受賞を記念したピアノリサイタルが、

していた母の影響で４歳からピアノを覚

２月４日に堺市立東文化会館（０７２－

え、小学５年生から本格的なレッスンを

２３０－０１３４）で、２月２３日に

始めた。その後、大阪府立夕陽丘高校音

京都 ･ 青山バロックザール（０７５－

楽科から京都市立芸術大学音楽学部に進

３９３－００１１）で行われる。

学。プロの音楽家からも金田さんに伴奏

「普通はもう社会人として、親に恩返

をしてほしいという依頼が多く舞い込む

ししなければならない年齢なのに、まだ

ようになった。
「それはとてもうれしかっ

色々と気を遣ってくれる両親には感謝し

た」と話すが、一方でオファーが入ると

ています。これからも誠意を持ってやっ

譜面読みや練習で時間を取られ、自分の

ていきたいです」

（礒野健一）

ために弾く時間がなくなるジレンマも生
んだ。「もっと自分のピアノに打ち込め
る環境を」と、大学院２年目の秋から約
２年間、フランスへ留学した。
「本当にピアノ以外にすることがない

3 人は「大きなお腹はこの時だけのもの。いい記念になる」と話す＝ 2011 年 12 月 1 日、北野産婦人科で。
ペイントは有料。問い合わせは北野産婦人科 06 － 6852 － 1050

環境でした。パリでレッスンを受け、月
に１度マルセイユでも個人レッスンを受
けました。美術館や教会を歩き、何かし

「ママはお姫さま」 豊中・矢吹産婦人科クリニック
シャンデリアが下がった分娩（ぶんべ

いう。
「子どもを産み、育てるのは大変

ん）室や、映像と音楽が流れるドーム型

な仕事。せめてここにいる間はお姫さま

分娩室など、独自のスタイルで女性をひ

のように過ごしてほしいんです」と矢吹

きつけているのが、豊中市少路２の矢吹

院長は話す。
「気にする患者さんもいる

産婦人科クリニックだ。ロビーの女性コ

から」と女性医師は４人そろえた（うち

ンシェルジュ、生花を並べてそのまま閉

２人が常任）
。ただし、「より優しいのは

じ込めたようなガラス壁、ベージュ色の

男性医師の方なんですよ」とか。

タイルで敷きつめられた病室を眺めてい

入院費用などはホームページ（http://

ると、クリニックというよりは、南欧の

hopital-yabuki.com/）へ。（早川方子）

ら感性も変化したかもしれません」
フォーレ国際ピアノコンクールは、留
学中の２００９年にもエントリーした

フォーレ国際ピアノコンクールのスタッフと（金田
さん提供）

リゾートホテルに来たかの

ようだ。
これらをすべて発案した

のはクリニックの矢吹寛院

長。
「出産はおめでたいこ

とだから、精一杯お祝いし

たい」と、すべての入院・

分娩コースに、リムジン送

迎やエステの無料サービ

スを加えた。入院中の食事

はフレンチ。出産後には祝

い膳（ぜん）とペアのディ

ナーフルコースまでつくと

色とりどりの花が埋められた壁はベルギー製。「女性が見て安らげるよ
うに」と話す矢吹院長

音楽以外には、フィギュアスケートの鑑賞が趣味。「選手がリンクに出て行く瞬間の緊張感が、私がステージ
に出て行く瞬間と重なり合うんですよ」

お問合わせ先

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編⑮

【とどくかな】

子ども目線の小児科 じきはらこどもクリニック

品の車たちも色々なところで手（？）を

池田市のちいさな絵本館で、先月クリ

伸ばして大活躍。
（絵本を楽しむ会・Ｍ）

豊中市新千里南町の直原（じきはら）
ウィメンズクリニック（直原廣明院長）

スマス会が行われました。ツリーなどで

には、２０１０年に開院した、じきはら

飾り付けられた部屋でお話を聞いてもら

こどもクリニック（立花賢治院長）が隣

いました。お話会の前に、天井の輪飾り

接する。直原さんは「以前から小児科を

を見上げた９歳ぐらいの女の子が、おば

開きたかった。生まれた時から知ってい

あちゃんに「届くと思う？」と聞いてい

るスタッフが診ることで、親にも安心し

ました。おばあちゃんは「そうやなあ～

てもらえる」と話す。

届くかな！」
。すると、その子はその場

こどもクリニックを訪れると、壁や床、

で思い切りジャンプ！見事に届きまし

た。子どもたちが空に向かって、手を伸

ばす仕草は希望に満ちています。この作

天井にまで張られた、たくさんの動物た
ちのイラストが目に入る。「子どもたち

「とどくかな」作：三浦太郎（偕成社）

子どもと楽しみたい絵本 てくてく編⑤

【たからもの】

3

TEL：06-6346-8255

キッズルームの壁の絵は、生命の誕生を表したもの
だという

が来るのを怖がらない、逆に楽しくなる

くれます」。そう話すのは看護師の下村

ような場所にしたい」という考えから、

ユリ子さんだ。床に張られたカエルの足

京都芸術デザイン専門学校（京都市左京

跡を追っていくと、診察室にたどりつく

区）の学生にデザインを依頼した。

ようになっており、
「スムーズに入って

ターを頼むことも怖かったそうです。完

「大事にしたのは子どもの目線。大人

もらえることも多いかな」と笑う。

成したビデオレターを見た末っ子がどん

からだと低くて見えにくい場所にいる動

こどもクリニックの２階には、ここで

と告げられたアイザックは、宝探しに出

なに泣いたかはご想像にお任せします。

物たちも、子どもにとっては丁度いい高

働く助産師、看護師の子どもを預かる院

かけます。宝物は夢のお告げ通りにみつ

宝物は探しに出かけなくても、すぐそば

さにいるお友達。それを見つけるうちに、

内保育園がある。今後はウィメンズクリ

かるのでしょうか？

にあることがわかった幸せな誕生日でし

ここが楽しい場所だと思うようになって

ニックに入院する患者の子どもも預かる

夢の中で、「宝物が都の橋の下にある」

我が家の末っ子が

闘病中に、誕生日を迎えました。中学時

た。

予定だ。
「わがままを聞

（絵本を楽しむ会・Ｍ）

代の友達が、息子へのプレゼントにビデ

くわけではないが、患者

オレターを作成して、泣かせる計画をた

さんがいいように過ごせ

てました。それには、私たち夫婦と中学

る場作りをしたい」が直

校のテニス部顧問Ｆ先生の出演が不可欠

原さんの思いだ。そのた

だと。Ｆ先生は、とても厳しいことで有

めのアイデアは、スタッ

名でした。先生から、何時間もお説教を

フとの雑談から出ること

受けることは日常茶飯事。
子どもたちは、

も多いという。

トイレを何時間も我慢できるようになっ

３月にはウィメンズク

たと、ぼやいていました。先生がコート

リニックで赤ちゃんと一

に現れる前にはターミネーターの曲が頭

の中で鳴り響くとも…。今回、ビデオレ

「たからもの」作：ユリ・シュルヴィッツ
藤紀子（偕成社）

緒に聴く「エンジェルコ

訳：安

ンサート」を開く。コン
サートへ行きづらい育児

夫婦で楽しむＷの子育て⑮

中の親に気軽に楽しんで

もらおうと始め、今回で

◆５年後、１０年後、楽しく子育てする

をうまく乗せたり、やる気スイッチを押

２５回目だ。出産から育

ために

したりするのは妻の腕の見せどころ。
「い

児という人生でもっとも

夫婦で子育てを楽しみましょう♪と言

ないものと思うほうが楽」
「あきらめた

充実する時間の中で、直

うと、
「自分でやるほうが楽なのに、な

らイライラしない」という理由で、問題

原さんの役割は広がって

んで気を使ってまで夫に頼まなあかん

を先延ばしにしても、この瞬間はラクに

いる。

の？」
「期待して裏切られるぐらいなら、

なれるかもしれないけれど、本当の意味

はじめから期待しない」とママたちから

での解決にはなりません。それで救われ

はらこどもクリニック】

の意見もあります。そうでしょうか？

るのはあなただけであって子どもではな

豊中市新千里南町 2-11-7

い。

▽ 06-6871-1250 ▽ 木・

今、あなたがご主人をあきらめて、１

人 で 子 育 て を し て い た ら …… ５ 年 後、

子どもから見てどうなのか。そこを忘

１０年後、どうなっているでしょう。今、

れてはいけないんじゃないかな、と思い

あなたが覚悟を決めて忙しいご主人と向

ます。

き合い、長い目でご主人を見守っていく

【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住の

ことができたなら……５年後、
１０年後、

ライター・コピーライター。３歳男児の

どうなっているでしょう。どちらが、あ

母。夫は平日の夫婦２人の弁当と、休

なたは幸せですか？

日の朝昼晩の食事 を つ く る イ ク メ ン。

お互いが楽しく子育てできるように夫

http://ameblo.jp/mamawriter/

子育てサークル(20) 天竺のはらっぱであそぼう会
服部緑地の南西、天竺（てんじく）川

【医療法人廣仁会

じき

土曜午後、日祝休診
天井までイラストがある診察室。立花賢治こどもクリニック院長（右）と、
看護師の下村ユリ子さん

わが家の宝もの

わが家の宝もの

ベビービク

ハイハイの

スが気持ち良

途中で笑顔を

くて眠ってし

向けてくれた

まった息吹

俊介くんは６

（いぶき）く

カ月の男の
子。

ん。でも、カ

と話す。

（礒野健一）

お母さんか

メラを向ける

にかかる西願寺橋のすぐ近くに、フェン

お母さんと弟と一緒に遊びにきていた

スで囲まれた敷地がある。
「天竺のはらっ

二階堂風姫ちゃん（３つ）は「マツボッ

とニッコリ微笑んでくれました。この意

ら「ベビーお座りが出来るようになった

ぱ」と呼ばれ、近隣の幼稚園など平日を

クリが好き」と言いながら、小さな手で

識の高さ、将来は大物になるかもしれま

ら、いっぱい絵本を読んであげるね」と

含め月に何度か開放されている。

熱心に拾っていた。次回の開放日は１月

せん。切れ長で涼やかな瞳に、今は周り

言われていますが、じっとしていられる

２８日。

の大人がメロメロです。

かな？

服部緑地の飛び地であるこの敷地は

（早川方子）

３０数年前、不法投棄が多いという理由

からフェンスで仕切られた。２００８年

男ちゃうわ（４歳）

３月、土地活用について地域住民意見交

換会が開かれ、服部緑地で子どもを遊ば

せていた母親たちの要望で、プレーパー

たえこちゃんが長めの髪をバッサリ

ク（冒険遊び場）として定期的に開放さ

切ってきた日のこと

しゅう「しゅうのおかあさんも髪の毛

れることになった。その間は「天竺のは

短いで～

らっぱであそぼう会」が、ボランティア

保育士「たえこちゃん、髪の毛きって

で子どもたちを見守る。
会の代表世話人、

吉田礼子さんは「自然豊かな環境で、木

登りや穴掘りなど自由に遊んでほしい」

そうになる）
男ちゃうやんなー」
たえこ男ちゃうも

ん！」

きたのね」
開 催 日 な ど は ブ ロ グ（http://tenjikuharappa2.
blog48.fc2.com/）で公開されている

でも

たえこ「そうや

こうじ「たえこちゃん、男みたいやな」
たえこ「たえこ

男ちゃうわ」
（泣き

（豊中市・子どものつぶやき展より）

2012. 1.12 vol.34

お問合わせ先

TEL：06-6346-8255
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阪大の先生③圀府寺司さん シャガールの実像へ
シャガールは、日本でも人気の高い画

れに影響されたとも言えるが、シャガー

家だ。毎年のように全国各地で展覧会が

ル自身にも大きな出来事があった」と圀

開かれ、多くの観客が彼の代名詞「愛と

府寺さんは言う。１９３７年、シャガー

幻想の画家」の世界に触れている。大阪

ルの師がソビエト秘密警察によって殺さ

大学文学研究科の圀府寺（こうでら）司

れた。１９４８年には、友人ら多くの知

教授は、そのイメージは「絵を売るため

識人が殺されている。
「ピカソはストレー

に作られたもの」と話す。シャガール

トに戦争や国家体制を批判できたが、亡

自身の言葉をタイトルにした近著「あ

命していたシャガールは人質を取られて

あ、誰がシャガールを理解したでしょう

いた格好で、西側からもスパイではない

か？」
（大阪大学出版会）では、ロシア

かと疑いの目を向けられていた。作品に

のユダヤ人都市で生まれ育ち、第２次世

おいてもインタビューにおいても、常に

界大戦や東西冷戦時代を生き延びたシャ

表現に自制をかけねばならず、愛と幻想

ガールの実像に、これまでとは違う視点

という作品テーマは、そういうものしか

から迫っている。

描けなかったとも言える」

シャガールが９７年の生涯を終えた

美術に触れる際に一番大切なことは

１９８５年、故国ソビエトではゴルバ

「自分の感性」という。「好き嫌いが出る

チョフが書記長に就任し、グラスノスチ

世界。嫌いな作品だと言えるのは、自分

（情報公開）が始まった。それによって、

の感性を持っているからこそ」。だから、

シャガールのロシア時代の作品が西側諸

最近の展覧会に多い音声ガイドは「先入

国にも開放された。シャガールは、ヘブ

観が入るので絶対に使っちゃダメ」と笑

ライ文字を使うユダヤ言語のイディッ

う。
「拙くてもいいから、自分の目で見

シュ語を使っていた。
その後、
学校で習っ

て感じてほしい」

（礒野健一）

たロシア語、移り住んだ先でフランス語

を使うようにもなるが、

作品の中にはイディッ

シュ語や、その慣用句を

モチーフにしたと思われ

るものが数多い。
「文化的なアイデン

ティティーの揺らぎが

大きい人物には興味がわ

く。絵は見るだけでなく、

読むものだから」
１９３７年に描かれ

た「革命」という作品が

ある。赤旗を掲げ武器を

持つ群衆が取り囲む中、

レーニンと思しき人物が

逆立ちをしている絵は、

１９４８年にシャガール

自身が３つに切断して改

変し、
「抵抗」「復活」
「解

放」というタイトルが与

えられた。
「１９３７年

は、終生のライバルでも

あったピカソが、
傑作『ゲ

ルニカ』を描いた年。そ

大阪大学を卒業後、オランダへ留学。
「国立図書館が私のような外国の学
生にも自由に作品を開放していることに驚き、じっくりと学べると思った」

豊中市文化芸術センター座談会 「舞台の奥行き広げて」
「子ども用クッションを」
豊中市曽根東町の豊中市民会館が老朽

舞台げいこができる大きさが理想」
（丹

化のため、２０１０年度で閉鎖された。

市は同じ場所に豊中市文化芸術センター

（仮称）の建設計画を立て、２０１５年

口は１１メートル、奥行きも以前の１１

度のオープンを目指している。
マチゴトはセンターの利用団体の代表

その他、「公演団体が使う乾燥機がほ

か」などの要望、質問もあった。詳しい

波）
、
「舞台の奥行きは広くして」（田中）

しい」「（企業などに命名権を買ってもら

内容はマチゴトのホームページ
（http://

という意見に、
「大ホールの舞台そで間

う）ネーミングライツは検討している

machigoto.jp）に掲載。

メートルから１６メートルに広げる予
定。楽屋は練習室と兼用することで広い

者による座談会を開き、どのような施設

スペースを確保する」（橋本）と答えた。

を望むか意見を出し合ってもらった。参

観客の立場からは「子ども用クッショ

加者は、とよなか市民文化会議座長の梁

ンがほしい」
（薪先）、「荷物預かり所が

井利恵子さん、市民劇場「萌」代表の丹

あれば助かる」
（梁井）といった要望が

波浩二さん、ほたる企画の田中久美子さ

出た。それには「使用後に料金が返って

ん、
豊中池田おやこ劇場の薪先悦子さん。

くるロッカーの設置はどうか」
（田中）
、

市から文化芸術センター開設準備チーム

「子ども用クッションは取り入れたい。

の橋本信也チーム長も加わった。進行は

キッズルームも考慮している」（橋本）

マチゴト編集長の梶川伸が務めた。

などの意見が交わされた。

まず橋本チーム長から、計画の概要説

センターが目指す市民参加型の運営に

明があった。建物は３階建てで、１、２

ついて、
「館長を豊中ゆかりの有名人に

階にホール、３階に美術、博物スペース

依頼することもあるのか」
（梶川）とい

を設置する予定。
大ホールは１２００席、

う質問が出た。それに対して「芸術監督

小ホールは３００席を検討し、練習室、

制も含め、目指す方向性が一貫しないと

会議室、和室も設ける。

難しい。運営、企画などができる人材を

「以前は楽屋が狭かった。小ホールは

育成していきたい」（橋本）と答えた。

座談会は約 2 時間続き、豊中市の文化事業の未来について熱心な議論が行われた

（礒野健一）

お問合わせ先

新春インタビュー 浅利市長「自立したまちづくりを」
浅利敬一郎・豊中市長に２０１１年を

区３市２町に移譲され、さまざまな分野

振り返ってもらい、２０１２年の抱負な

で、より豊中らしい自立したまちづくり

どを聞いた。

ができると考えています」

（聞き手・早川方子）

――浅利市長にとって昨年はどのよう

な年でしたか？
「東日本大震災による被災の凄まじさ

です。豊中市は震災前から“安心・安全

なまちづくり”を掲げてきましたが、改

めてその思いを強くしました」
――どういった取り組みですか？
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池田市長に小南修身さん 重点に地震対策、環境
池田市長選挙が２０１１年１２月２５

２０１２年度予算については「何でも

日に投開票され、前副市長の小南修身

できる財政状況ではないが、地震対策、

（おさみ）さん＝無所属＝が初当選した。

環境問題、太陽光エネルギーの分野はわ

――橋下徹・大阪市長など、首長によ

開票結果は▽小南さん１６４７１票▽柴

ずかでも増やしたい」と抱負を語った。

るトップセールスが話題になっていま

田外志明さん７４２７票◇安座間肇さん

具体的には庁内で政策会議を開き、職員

す。浅利市長が考える豊中市のＰＲ点は

５６３４票。投票率は３６．７３％。

からヒントをもらいながら進めていくと

市長選挙は倉田薫・前市長が府知事選

いう。また、中央公民館の建て替えに言

「まず、交通の利便性でしょうね。こ

挙に立候補（落選）したために行われた。

及し、
「２０１４年３月までに完成させ

の狭い市域に鉄道駅が１３駅もあり、空

倉田さんは小南さんを後継指名し、自ら

る」
と表明した。

港や高速道路もすぐ近くにある。これだ

は選挙の指揮をとった。

どこにあると思いますか？

け集中している自治体は少ないのではな
いでしょうか。そのほかの点でいえば、

事務所に集まった支持者を

地域で高齢者を見守る『安心生活創造事

市内には大阪大学と大阪音楽大学があ

前に、
「市民は変革でなく

業』などです。どれも住民と行政が一体

り、施設や人材が豊富なことです。両大

安定を求めた」と選挙結

となった活動です。行政だけでまちづく

学とは包括協定も結び、教育や文化芸術

果を分析し、
「安心、安全

りはできません。より一層の協力をどう

などさまざまな面で連携した取り組みを

で調和のとれた街づくりを

呼び掛けるかが課題です」

展開しています」

継承していく」と述べ、倉

――私生活でなにか変化は？

（梶川伸）

当選した夜、小南さんは

「小学校区を単位に結成された住民組

織『校区福祉委員会』や『自主防災組織』
、

――被災地への支援も早かったですね

TEL：06-6346-8255

田市政を引き継ぐことを明

「地震直後には、消防職員と給水のた

「妻と２人暮らしなので、特にこれと

言した。同時に「倉田市政

めの上下水道局職員を派遣しました。阪

いってないです。今年は海外で仕事をし

よりも劣らないようにした

神・淡路大震災での教訓を生かし、継続

ている息子が帰国する予定で、孫と会え

い」と、独自色にも意欲を

的な支援に取り組んでいます。豊中市は

るのを楽しみにしています」

見せた。

以前から空港所在地として交流のある宮

続きはウェブ（www.machigoto.com）で

花束を両手に、初当選の喜びを見せる小南さん

ウォンバット
「サツキ」の死に１２６人が記帳

城県岩沼市や福島県須賀

川市などに独自支援を続

けてきました」

２０１１年１２月１日朝、池田市綾羽

イン」と雌「ワンダー」の間に自然繁殖

――大阪空港は７月に

２、池田市立五月山動物園の人気者、珍

関西国際空港と経営統合

獣ウォンバットの「サツキ」
（雌、１９

人間では８０歳くらいに相当する。死

されますが、どのように

歳）が死んでいるのが見つかった。動物

因は食道疾患による誤嚥（ごえん）性肺

考えていますか？

園は１２月５日～１１日に記帳を受け付

炎だという。動物園はサツキを骨格標本

け、１２６人の来場者が思い出を書き込

にして保存する予定にしている。ウォン

んだ。

バットはワイン、ワンダーと雄「ふく」

「豊中市では２００８

年に『企業立地促進条例』

を制定し、すでに条例を

「かわいい笑顔をありがとう」「天国で

活用した企業が１２事業

もかわいく丸っこく幸せにしてくださ

所あります。条例に基づ

い」
「とてもかわいいサツ

き空港周辺移転補償跡地

キちゃん、天国でも元気で

への企業誘致も進めてお

いてね」
「空の上から見守っ

り、これら企業の雇用拡

ていてね」
「いつもありが

大にも期待しています」

と う。 す ご く か わ い か っ

――４月から中核市へ

た。天国でも幸せに」
。死

と移行しますが、住民に

を惜しむ言葉がつづられて

とってのメリットは？

いる。

「保健所運営など

サツキは池田市とオース

１８００にも及ぶ事務権

トラリア・ローンセストン

限が市に移ります。また、

市の姉妹都市提携２５周年

教職員の研修や採用・処

分を行う人事権も豊能地

孫たちを得意の手料理で迎えたいという浅利市長。「料理もそうですが、
家事も含めて自分のことは自分でする。これが夫婦円満の秘訣ですね」

を記念し、１９９０年に贈
られた３頭のうち、雄「ワ

で生まれた。

の３匹になった。

元気なころの「サツキ」

（進藤郁美）

2012. 1.12 vol.34

お問合わせ先

ご飯は平和への第一歩 カフェ・ヨーイ
池田市の国道１７６号井口堂交差点の

北側で、地元の人が池高通と呼ぶ緩やか

な坂道を歩いていくと、茶色の屋根と緑

色の扉が目印の「カフェ

Ｙｏｏｉ
（ヨー

TEL：06-6346-8255
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編集長のズボラ料理(23)イカとジャガイモのソテー

れた。店では庭のコーディネートや植物
の育て方などもアドバイスする。

酒のあてとして、イカは確固たる地位
を占め続けている。

藤田さんは「おいしいご飯を作るとい

から、「これで良いのか」と思った。し
かし、アツアツに焼いたイカの味に負け

僕は１９７０年に毎日新聞に入り、先

て、頼まれたらホイホイと飛んでいく。

う小さなところから平和になっていく」

輩に誘われてスナックなるものに初めて

仕事はしなくてもいいし。行くごとに純

イ）」がある。店主の藤田ゆかりさんが

と、店のコンセプトは世界平和だと恥ず

行った。先輩は当然のようにスルメを頼

粋さが目減りして、今がある。

「いろんな人が集う場所をつくろう」と

かしそうな顔を見せながらも、「ここに

んだ。もちろんスルメは食べたことはあ

手間を惜しまなければ、生のイカは安

来れば心が温かくなる。元気が出る。そ

る。しかし、マヨネーズをつけるのが、

い。京都府宮津市の友人を訪ねた帰り、

んな店にしたい」と思いを語った。

スナックのしきたりとは知らなかった。

土産物店への案内を頼んだ。友人は「土

２００９年１１月に始めた。
木造２階建ての店舗を借り、自ら壁を

白く塗り、タイルを張った。天井が高く、

メニューはほとんどが手作り。ビーフ

オイルサーディンもはやっていた。缶

産物屋は高い」と言う。連れていかれた

明るい店内は内装のみならず机や椅子、

カレーは９種類のスパイスと兵庫県・丹

に入ったまま火にかけたものが出てく

のは、地元スーパーに入っている魚屋

食器に至るまでインテリアコーディネー

波牛を使い、３日間煮込んで作る自慢の

る。それにレモンを絞って食べる。これ

だった。イカをひと盛り買った。小ぶり

ターでもある藤田さんのこだわりの品が

味で、能勢町の「けせら畑」の有機野

も、スナック通は頼まねばならなかった。

だが１０匹近くあった。家に帰ると、
「新

散りばめられている。１階がカフェで、

菜を使ったサラダ、ドリンクが付いて

通の卵のころ、その２つを頼み、ジン

鮮なイカやで」と、恩着せがましく言っ

２階はセミナーなど自由に使ってもらえ

９５０円。２、３日に１度替わるプレー

をロックで続けざまに７杯飲んだ。さす

た。家族は喜んだ。手間をかけてさばい

る場にした。２階には２匹の猫、
雄の
「式」

トランチ９５０円もある。 （進藤郁美）

がに家につく寸前、口が噴水状態になっ

たのは僕ではなかった。６年たつが、イ

た。以来、２つ同時注文禁止のおきてを

カが１００円だったことは隠している。

と雌の「音」が住んでいる。１歳半の兄

昔からモノを作るのが好きだったとい

う藤田さんは、子育てがひと段落してか

ら園芸店に勤め、大阪空港の屋上庭園な

ど庭や公園を造ってきた。１級造園施工

管理技士の資格も取った。
「植木屋さん

の仕事の中ではバラの剪定（せんてい）

が特に面白い。バラは手を掛ければ、そ

の分だけ応えてくれる」のだと教えてく

セブンイレブン
洋服の青山 ファミリー●
●
マート
荘園口東 ●ダイハツ

池高通
り

た猫カフェにもなっている。

阪
急
宝
塚
線
●

豊島野公園

カフェ

yooi

石橋駅北第2
自転車駐車場
●

井口堂

アゼリア
ホール

石橋小学校

●

市立
図書館分館

課した。だから、通にはならなかった。
線
面
箕
急
阪

弟猫に会いに来る人も多く、ちょっとし

コープミニ

●

171

●

郵便局 ●

石橋駅

瀬川5丁目

石橋阪大下

Ｎ
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【カフェ・ヨーイ】池田市井口堂 3 － 2 － 13 ▽ 11 時半～ 18 時▽日曜、月曜定休▽ 072 － 747 － 9000

イカとジャガイモのソテーは、どこで

初任地の事務所は和歌山市にあった。

覚えたか記憶にない。ジャガイモをゆで

新聞記者はよく会社で飲む。あてがいる。

るかレンジにかけ、皮をむいてからつぶ

新人の僕は買い物係だった。無茶苦茶な

す。イカソーメンを切り刻む。この２つ

注文もあった。最たるものは「田辺市で

に刻みネギ、卵白、ヨーグルトも加え、

イカの一夜干しを買ってこい」
。車で２

塩とコショウをふる。よく練ってコロッ

時間近く走る。国道沿いにイカを干して

ケ状にし、フライパンにバターをひいて

いる店があるので３枚ほど入手し、車を

焼く。中くらいのジャガイモ４個、イカ

飛ばして帰る。その日の仕事時間の大半

ソーメン１パック、小さいヨーグルト１

は、買い物でつぶれる。まだ純真だった

～２個、卵１つの白身が目安。
（梶川伸）

もし、柔らかくなりすぎて焼きにくい場合は、カタクリ粉を少し混ぜ込む

北摂麺大使② 箕面市・らーめん川當

ハーブで暮らしを楽しむ⑪

国道１７１号に面した「らーめん川當

ていた。店に並ぶ沖永良部島の黒糖焼

七草は和のハーブ。早春にいち早く芽

（かわとう）」は、鹿児島・沖永良部島出

酎「まぁさん」も使って作られたチャー

吹くことから邪気を払うといわれ、無病

擦りおろしたカブ５０ｇを加えて１５分

身の川當省吾さんが２００９年に開いた

シューは、
じんわりとコクを感じさせる。

息災を祈って七草粥（がゆ）を食べたそ

ほど煮込んで完成

店だ。
「３歳で豊中に出て来たから、島

冬の限定麺は「辛かめん」と「ピリ辛

の記憶はほとんどないけどね」と笑う。

しょうゆらーめん」だ。「辛かめん」は

１月７日を過ぎましたが、新年会など

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブ専門ス

ラーメンはしょうゆ、塩、みそのほ

激辛と言われたが、ゴマだれととき卵の

で胃腸をいたわらなければならない時期

クール Mrs. Lavender 代表。初心者向け

か、季節の限定麺（めん）などもある。

おかげで、僕にはちょうど良い刺激だっ

です。そんな朝はお粥がピッタリです。

の楽しい講座～資格取得の講座まで対

頼んだのは奥さんの歩さんオススメの

た。汗はたっぷりかいたが、スープは全

七草は手に入り難いですが、ドライハー

応（完全予約制）http://mrs-lavender.

部飲み干した。

ブを使うとお手軽です。下記のレシピは、

com/ ▽ info@mrs-lavender.com

「 ネ ギ らーめん 」（ ７ ０ ０ 円 ）。鶏ガラ

（礒野健一）

うです。

ベースのあっさりとした塩

カブも入れて７種のハーブ

スープに、白髪ネギが山盛

で作る変わり七草粥です。

りになっている。ネギには

アロマやハーブを上手に

出てくる直前に油がかけら

利用して元気に気持ちよく

れ、その香ばしさが舞い上

新年をスタートさせたいで

がる。学生時代、大学の近

すね。本年もどうぞよろし

くで炭火であぶったネギを

くお願いいたします。

浮かべたラーメンを出す店

＜ レ シ ピ ＞（ １） ス ー プ

があったが、今はもうない

３カップにレモングラス・

その店の、好きだった味を

セージ・タイム各１ｇをお

久々に思い出した。

茶パックに入れる（２）ロー

ネギの下には指先大に刻

まれたチャーシューが隠れ

【らーめん川當】箕面市桜井 2 － 19 － 32 ▽ 11 時半～ 14 時、18 時
～ 1 時（日曜は 24 時）▽水曜定休▽ 072 － 722 － 5135

と煮立ちさせる（３）冷や飯１５０ｇ、

レル、ローズヒップ５ｇ、
マジョラム１ｇを加えてひ

ハーブ風味の七草粥

お問合わせ先

箕面街道をゆく①豊中市長興寺南～中国自動車道
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まちなみ探訪② 蛍池の洋館

阪急曽根駅を東に５００メートルほど

さんが植えたものだった。「私が育った

阪急宝塚線蛍池駅の西側には落ち着い

歩き、国道１７６号を横断する。国道か

岡山の田舎で昔はよく見かけた。大阪で

た住宅街が広がる。その中に民家という

ら１本奥に入った道が旧能勢街道だ。豊

は珍しいので、
子どもたちに見せたくて」

より迎賓館と呼ぶほうがふさわしい建物

中市長興寺南２で、旧箕面街道は能勢街

と、思いを語った。

が残っていた。大きな敷地に白亜の洋館

道から分かれる。その分岐点に道標が

TEL：06-6346-8255

道筋では古い道標をいくつも見かけ

が泰然として建っている。玄関前の坂道

残っていて、
「右みのを」
と刻まれている。

る。役行者
（えんのぎょうじゃ）のレリー

の向かいには今風の住宅が並び、道が時

今回はここを出発点とし、箕面街道を北

フをあしらったものが目立つ。
「すぐ

代の断層になっていて、右は平成、左は

上した。江戸時代からの箕面・勝尾寺参

みのを」
「すぐ上新田」「かつを寺」など

大正といったところか。これほど時代の

拝の道である。道路の上には現在の道路

の文字を読みながら進む。中には、
「熊

差異を語る情景を見たことがない。

標識があって、それにも直進方向は箕面

野田」を間違えて「態野田」と彫ったも

蛍池中町の高台に立つ白亜の洋館は大

と表示されている。

のや、
「みのお」を「みの」と縮めたも

正末期、海運会社の社長が当時のモダニ

のも見受けられる。

ズム文化に刺激され、鬱蒼（うっそう）

じられ、スケールの大きい時代を懐かし
むことが出来た。

歩き始めてすぐ西に入ると、
南天平
（み

なみてんぴん）塚古墳、
御獅子（おしし）

水面に映る豊中市立第十八中学校の体育館。逆さ富
士を思い出した

北桜塚４の豊中市上下水道局に立ち

と茂った竹藪を切り開き建てたといわれ

塚古墳、大塚古墳と古墳が続く。古墳時

寄った。入り口に「水道発祥の地」の石

る。急勾配の切妻屋根が２つ連なり、バ

現在は３代目の持ち主になっているそ

代が終盤を迎えた５世紀に築造された桜

碑があるからだ。職員に聞くと、ここ

ルコニーがある妻側を西南に向けてい

うだが、手入れが行き届いた白亜の洋館

塚古墳群の一部で、
「能勢街道をゆく」

に井戸があり、この井戸を水源にして

る。１階には丸く張り出したベイ・ウイ

は町のランドマークになっている。通り

のシリーズでも紹介した。南天平塚は松

１９２８年６月１日に、日量１８００立

ンドー（出窓）と、大きなアーチ型窓に

がかりの主婦が、
「立派な石垣に草が生

の風情が良い。御獅子塚は埴輪
（はにわ）

方メートルを通水したのが、豊中市の水

幾何学的な組子をあしらった、おしゃれ

えたのを見たことがない」と感心してい

のレプリカが墳丘に並べられ、築造当時

道の始まりだという。当然のことながら、

な窓が建物の表情を豊かにしている。外

た。引き継ぐことのご苦労と住まいに対

を再現している。
「はにわロード」と書

今は井戸水を使ってはいない。

国文化に敏感な当時の若々しい息吹が感

する愛着を思い量らずにはいられない。

かれた市道の愛称表示板もあった。文字

が消えかかっていたのが残念だが。

豊中高校の東側を通って進むと、中国

生活感のない住まいでは

自動車道と大阪モノレールの下をくぐ

あるが、これからも残っ

中桜塚４のマンションの敷地で、５

る。ここで、豊中駅の東側から北上して

てほしい建物である。

本 の 綿 の 木 を 見 つ け た。 背 は 低 い が、

きた箕面街道の新道と合流する。新道は

南側の道を北上すると

フワフワとした綿の実をつけている

明治時代に付け替えられた。次回は新道

隣家は校倉（あぜくら）

を歩き、
さらに北へ向かう。

作りの上に２階が乗って

（２０１１年１１月）
。入居者の藤原靖男

（梶川伸）

いた。増築したのであろ

うか。珍しい。突き当た
りの細い坂道を登ると大

きな池に出た。なんと池
の中に第十八中学校の体
育館が立っていた。
蛍池はモノレールが通

り、新しい道路が走り様

相が変わったようだが、
ゆっくり歩くと昔の楽し
い風景が親しく語りかけ
てくれる。
【水原哲二さん】豊中市
でリフォーム会社を経営

するかたわら、趣味で全

国の古い街並みを散策。
「水原社長のまちなみ探
訪」

http://grandma-

homes.com/town/
ゆったり構えたバルコニーが人を誘うかのように遠くを眺める。当時、家
人はここから神戸港の光を見て、心を世界へ駆け巡らせたのだろうか？

南天平塚古墳は、築造時には埴輪が並べられていたという

２月４日に読者とゆく能勢街道４回 参加者募集

豊中市の服部緑地を活動の場とする服

で受け付け。定員２５人。参加費１００

道を歩くイベント
「読者とゆく能勢街道」 （info-toyonakaikeda@machigoto.jp）で。

部緑地探鳥会が、１月２９日に初心者向

円（保険代）
。午前９時に服部緑地公園

の４回目を２月４日（土）に開き、参加

住所、氏名、男女の別、生年月日、電話

けバードウォッチングイベント「服部緑

東中央広場噴水前集合（緑地公園駅から

者を募集します。雨天決行です。当日の

番号が必要【定員】３０人で先着順（定

地探鳥会・みんなで見よう！池の上の恋」

徒歩５分）
。正午ごろ解散。持ち物は筆

員後の方には、お断りの連絡をします）

を開催する（マチゴト後援）。

記用具、あれば双眼鏡（探鳥会でも用意

マチゴトは読者のみなさんと旧能勢街

模様はウェブに掲載するため、写真と動

６３４６－８２５５平日の昼）
、メール

１月２９日に服部緑地でバードウォッチング会

するが定員分には足りない）。寒さが厳

画の撮影もします。ご了承ください。

【注意事項】歩きやすい靴を着用。水か

服部緑地は冬の渡り鳥の飛来地として

【日時】２月４日（土）午前９時半、阪

お茶を持参。集合前にトイレに行ってお

多くのカモの仲間が観察できるほか、森

しいので防寒には十分留意。小雨決行。

急岡町駅改札口の外（２階）に集合【ルー

いてください【当日の緊急連絡用電話】

の小鳥たちも見ることができる。探鳥会

最初に簡単なレクチャーを行った後、公

ト】岡町駅―伝統工芸館―瑞輪寺―旧

０８０－２４５７－３６２５（梶川）

の篠崎裕子さんは「冬はカモたちの恋の

園内の池を中心に観察する。
（礒野健一）

豊中高女レンガ塀―豊中

季節。美しく生えそろった

運動公園記念パーク―蛍池

羽を、求愛ダンスなどでア

駅（街道からそれた街歩き

ピールする姿を是非見に来

も楽しみます）【距離と所

て」と話す。

要時間】約５キロ、約３時

参加希望者は、日本野鳥

間【案内人】
「能勢街道を

の会大阪支部へ電話（０６

ゆく」執筆の梶川伸【参加

－６７６６－００５５、火・

費 】 資 料 代、 レ ク リ エ ー

金曜日１０時～１８時受け

ション保険料などを含め

付け）か、ファクス（０６

５ ０ ０ 円、 集 合 場 所 で 徴

－６７６６－００５６）に

収【 申 し 込 み 方 法 】 フ ァ

氏名、住所、電話番号、参

ク ス（ ０ ６ － ６ ３ ４ ６ －

８２５６）、電話（０６－

旧豊中高女のレンガ塀

加人数を記入して申し込
み。いずれも１月２７日ま

食事中のハシビロガモ。こうした姿を観察できるのも楽しみの 1 つ（服
部緑地探鳥会提供）

2012. 1.12 vol.34

お問合わせ先

自然で遊ぼう③ 森でお昼寝「ミノ虫」になろう

TEL：06-6346-8255
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身近な生き物たち⑨ 害獣指定の動物

森の中での冬の楽しみといったら、お

でも実施。最近は五月山のナイトハイク

人間がご飯を食べるのと同じく、動物

友会池田支部の玉村登さんは、
「２０１０

昼寝です。
「寒くないの？」と言われそ

がお気に入り。多くの人が自然にふれあ

たちもエサを食べなければ生きられな

年はエサ不足で、ふもとまで下りてくる

うですが、実は好条件が揃っています。

い、楽しめる世界を目指し活動中。ホー

い。そのエサが、人間の作る農作物だっ

ことが多かった。昔はオオカミや山犬が

虫もいないし、暑くない。葉っぱが落ち

ムページ http://www.eggs-nature.net

た時、自然の中に生きる動物は、害獣と

食物連鎖のバランサーだったが、それら

して駆除の対象になってしまう。

がいなくなり、今はイノシシもシカも天

て木漏れ日の入る森の中で落ち葉に埋

まって過ごす。それはまるで森の中で土

になったかのような感じ？

それともミ

ノ虫になった感じかな？

池田市では現在、農作物を荒らす動物

敵がいない状況」と話す。開発が進む茨

として、イノシシ、シカ、アライグマが

木市や箕面市から追われた動物が、池田

害獣指定され、一定数が捕獲されている。

へ移動していることも要因という。
また、

オススメのお昼寝スポットは、
池田市・

捕獲はわなを使うものと、大阪府猟友会

箕面のサルも群れ単位で五月山に移動し

五月山の児童文化センターのすぐ近くに

池田支部に依頼し銃によって行うものが

ている。まだ農作物への被害はないが、

ある娯三堂古墳です。そこには毎年たく

ある（アライグマはわなのみ）。池田市

増え続ければ対策も必要になるだろう。

さんの落ち葉があります。そして、木漏

地域活性課によると、２０１０年度はイ

猟友会の人員不足も深刻な問題だ。
「池

れ日もいっぱい。

ノシシが７９頭、シカが１７頭捕獲され

田の登録人数は１８人で、平均年齢も

たが、これは例年になく多い数だった。

６３歳。若い人も含めて、常時３０人く

などをした後に、みんなで落ち葉に埋

２０１１年度は９月末の累計だが、昨年

らいいれば余裕が出る」

まってのんびりした自然を楽しんでみま

度並みの捕獲数となっている。

晴れた朝、お弁当を作ってハイキング

４０年ほど前から猟をしている大阪猟

せんか？

単純に自然保護という言葉だけでは片

付けられない現実がある。 （礒野健一）

【木村太郎さん】アウトドアスクール自

「今年も福を」 ふくまる一家に年賀状

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

楽しめるアウトドアイベントを北摂地域

落ち葉に入る時は首の周りにタオルを巻くか、フー
ドをかぶるといいですよ

池田市のマスコット、ふくまる一家に
１４枚の年賀状が届いた。大黒柱のふく
まるくんをはじめ、ふくまるちゃんや子

８３．
７ＭＨｚ ＦＭ千里の声⑭ 広瀬奈美さん

どもあてのはがきもあり、「今年も福を
あたえてください」
「握手してくれてあ

◆「広瀬奈美のごきげんフライデー」
（金

と思う」と。
（礒野健一）＝コミュニティ

りがとう」
「ふくまるの活躍を期待して

曜日１０時～１３時）担当

ＦＭ千里木曜日午前１１時からマチゴト

応援してます」などと書かれていた。中

豊中・池田の記事を紹介する番組「まる

にはイベントで活躍するふくまるくんの

ごと・マチゴト」を放送中

写真を載せたり、ふくまる一家のイラス

豊中の良さは「場所によって違う雰囲

気」と話す。少路から柴原にかけて、モ

トを描いたりしたはがきもあった。

ノレールと車と飛行機が行き交う風景に

ふくまるファンクラブを担当する市観

ワクワクする一方で、
夕焼けの神崎川を、

影となって走る阪急電車の風情に心を和

光・ふれあい課の今泉奏さんは「みなさ

ませる。「前の酉
（とり）
年の年賀状には、

んからのメッセージでふくまるくんも元

大阪空港の側で真下から飛行機を撮った

気づけられています。今年もふくまる

写真を使いました」

ファミリーをよろしくお願いします」。
届いた年賀状にはふくまるくんが返事を

運動は全般に苦手と言うが、趣味のバ

出す予定。＝情報提供・池田市（進藤郁美）

リ舞踊はキャリア１２年。
「本当は太極

届いた年賀状に大喜びのふくまるくん

拳の教室に行くつもりが満員で申し込め

池田市の水道業務が市役所北側の新庁舎で

ず、それじゃあと薦められたのがきっか

け」
。料理も得意で「疲れている時こそ、

すべし」が持論だ。
「何かに集中するこ

池田市上下水道部は市役所北側に完成

階地上３階建てで、
総工費は約１２億円。

した新庁舎で１月４日、業務を始めた。

１階は料金の支払いを担当する営業課、

地域ＦＭ放送は「今後の地域コミュニ

これまで市役所２階と７階に分かれてい

台帳の閲覧や給排水工事の申請受け付け

ティの中心になる媒体」と語る。
「知ら

た水道、下水道事業の業務を集約し、利

を行う水道工務課などがある。庁舎内は

ないことを伝えるだけでなく、知ってい

便性を高めた。災害・緊急時に迅速に対

バリアフリーで手すりや多機能トイレを

応する危機管理システムも確立した。

設置するなど安全性にも配慮している。

とで、ストレス解消になるんですよ」

ることを改めて伝えることで、住んでい

る場所が再認識され、活性化につながる

最近は女子会でおいしいものを食べに行くのが楽し
み。「恋愛話が多いですね」

阪急ものしり帳③ ヘッドマーク

新庁舎は鉄筋コンクリート造り地下１

＝情報提供・池田市

（進藤郁美）

気軽にお寺に③４００年のソテツ 豊中・安楽寺

阪急電車の前面の行き先表示には、３

箕面線の電車のほとんどは石橋と箕面

境内の一角を、大きなソテツが占める。

つの方式がある。広報部によると、最新

の４駅間を往復するだけなので、ヘッド

豊中市の天然記念物に指定されていて、

そんな縁で、中学生の寺体験を受け入れ

のものは電光表示。１番多いのは、帯状

マークは取り付けたまま。ただし、１週

高さ５メートル、株周り５．５メートル。

ている。３日間の日程の中に、掃除、草

の幕を巻きながら動かして、駅名を選び

間に 1 度、
定期点検のために平井車庫（雲

樹齢は推定４００年。ソテツの木肌は

抜き、座禅、写経を組み込む。生徒が弁

出すもの。古いのはヘッドマークと呼ば

雀丘花屋敷駅と山本駅の間）に向かう時

大きな鱗（うろこ）のようなもので覆わ

当を広げる時に、秦さんは「私たちは命

れる運行標識の鉄板を使う。

だけ、石橋駅で「回送」に掛け替える。

れている。秦（はた）博文住職によると、

をいただいて生きている」と話し、
「い

ヘッドマークが残っているのは、箕面

宝塚線では桜と紅葉の時期に、それに

線（石橋―箕面）と伊丹線（塚口―伊

ちなむヘッドマークをつけることがある

丹）
だけ。箕面線のものは縦３５センチ、

が、一部の電車だけという。 （梶川伸）

その数が１年ごとに増えていくため、樹
齢が分かるのだという。
だ。指導教官の鳥越憲三郎

で、
「石橋」と「箕面」の

教授が寺を訪れ、
「こんな

文字が縦に並んでいる。電

立派なソテツがあるのか」

車の前面には２カ所に金具

と驚き、天然記念物に指定

が設けてあり、行き先を示

されるきっかけになった。

すものは運転席側の金具に

ソテツは雌株で、５～６

フックで掛けてある。

状の花をつける。樹勢は衰

色の線で囲ってある。オレ

えていない。それどころか

ンジ色は箕面線を含む宝塚

秦さんは「平成に入って成

線を示す。神戸線は青、京

長が早まったようだ」と話

る。

６８５６－３３５９

月に白い擬宝珠（ぎぼし）

駅名の文字は、オレンジ

都線は緑と使い分けてい

ただきます」
の意味を説明する。
（梶川伸）
【安楽寺】豊中市柴原町５－５▽０６－

秦さんは大阪教育大学で民俗学を学ん

横２５センチほどの長方形

秦さんは一時、中学の教師を務めた。

阪急電車では少数派になった箕面線のヘッドマーク

し、
「地球温暖化の影響で
はないか」と推測する。

「ここ 20 年で、枝を支える柱は 1 本から 5 本に増えた。それだけ木が
成長している」と秦住職

お問合わせ先

６４歳で保育士に ６９歳の石浜さん今、現役

TEL：06-6346-8255
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「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜９＞菊池孝さん

豊中市に住む石浜繁子さん（６９）は

と頭をポンポン叩きながら挑んだ。結果

府道箕面池田線（桜通り）に菊池孝さ

２００５年４月、６３歳の時にパート従

は合格。２００７年２月、６４歳で保育

んの「ＲＡＩＮ」がある。菊池さんは「制

業員として勤めていた保育園で保育士試

士となった。

作は阪神大震災の年。復興につながる作

験のポスターを見つけた。それまで保育

６７歳になるまで豊中市内の保育園で

品にしたかった」と振り返る。すりこぎ

士になるには基本的に短大卒以上の学歴

働き、現在は自宅保育をしている。石浜

のような棒状の石を、豆矢（まめや）と

が必要だったが、中学卒業でも５年以上

さんは夫が定年した５５歳になるまで専

いう道具で３つに割った。「割れた時の

の実務経験があれは国家試験を受けられ

業主婦だった。
「ずっとキャリアウーマ

形は石に任せた。だからデザインは石が

る内容だった。「やってみようかな」と

ンに憧れていたのよ。だからこそ、働く

決めた」と笑う。石のひとつをつくばい

石浜さんは思った。
「子どもが好きで働

お母さんを応援したいの」（早川方子）

に見立て「悲しみの涙を受け止め、ひと

いてきたけれど、無資格な自分を申し訳

つにためて、勇気を出そう」というメッ

なく思う気持ちがどこかにあったから」

セージにした。「多くのものを無くした

２カ月後、初めての国家試験に挑んだ

けど、また再生できる」という願いを込

めた作品は、分解すると元の石の形にな

る。もとの姿も見てみたい。
（進藤郁美）

桜通りにある菊池孝さんの「RAIN」
（1995 年）

石浜さんは３科目で合格点をもらった。

豊中おやつ宣言スタンプラリー ２月２０日まで

保育士試験の受験科目は実習を含めて

１１科目。合格した科目は３年間有効の

ため、残り８科目を２年でパスする必要

豊中市や豊中商工会議所などでつくる

で配布する応募はがきに各店舗のスタン

があった。石浜さんは「次の１年で合格

豊中市地域雇用創造協議会が、市内の和

プを集め、スタンプ５つで１口として応

する」と心に決めた。１０カ月の受験生

洋菓子店やパン屋など４５店舗と協力

募できる。豊中市地域雇用創造協議会

活が始まった。

して「豊中おやつ宣言スタンプラリー」

０６－６３９８－７７１９。
（進藤郁美）

まず家事はすべて夫に任せた。日中は

を開催している。参加店で商品を購入

図書館などにこもり、移動中はテープに

してスタンプを押してもらい応募する

吹き込んだ参考書を聞いた。夫が毎晩１

と、抽選によって参加各店で使用できる

枚、スルメを焼いてくれた。「ちょっと

５０００円分の商品券や商品引換券など

ぜいたくだけど、かじると眠気が飛ぶか

が当たる。

ら」
という応援の気持ちがうれしかった。

２回目の国家試験は運悪く４０度の熱が

あったが、試験中「脳よ、がんばって」

協議会は２０１１年７月、商品の売
自宅で預かっている子に絵本を読む石浜さん。「わ
んぱくな子もおとなしい子も、同じように愛しい」

り上げの一部を豊中市の基金に寄付す
る「豊中おやつ宣言」（とよせん）を開
始。当初は３１店舗だった参加店も現在

池田で６３年、培った伝統と信頼 田村商会
１９４９年に開業して以来、池田の街

いですね」

（礒野健一）

は４５店舗に増えた。スタンプラリーに
は市北部の「食パン専門店じゅらく」
（永
楽荘４）や中部の「御菓子司

富貴屋」

（服部西町２）、南部の「お菓子の店

お

とともに成長してきた不動産会社の田村

【田村商会】池田市呉服町１－１サン

商会は、２０００年に池田駅前のサンシ

シティ池田１階▽０７２－７５１－

うみどう」
（千成町２）なども参加。協

ティ池田に事務所を移した。
それまでは、

２１７０▽９時～１９時▽水曜、祝日休

議会は「地域を盛り上げ、社会貢献にも

そこから少し南の呉服町に事務所を構え

なるスタンプラリーにぜひご参加くださ

ていた。

い」と話している。
２月２０日までの期間中に参加店など

「今でも古くからのお客さんは、そっ

2 月 29 日（消印有効）までに郵送か、協議会、豊
中市雇用労働課の応募箱へ

ちのイメージが残っています」と田村佳

寛社長は話す。「子どものころ住んでい

豊中市、池田市の皆様に伝える

マチの伝言板

た場所なので、思い出も多いです。父親

と一緒に駅まで歩くと、色んな人があい

誰でも参加できる情報コーナー

さつをしてくるので、
『すごいなあ』と

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。

思ったのと同時に、人と人のつながりを

大事にしていかないといけない商売なん

だと感じました」と懐かしむ。
創業者の祖父・浅一さんは穏やかな性

格、父の元彦さんは積極的に攻める経営

だったという。「父はお客さんと囲碁を

しながら、商売につなげていったりもし

た。今は時代も違いますが、セカンドオ

ピニオン的な相談も増えているので、そ

んな信頼関係をこれからも築いていきた

呉服町にある以前の事務所と田村さん。現在は資材
置き場として利用している

ママの簡単レシピ③ ゴボウサラダ
ゴボウは繊維が多く、整腸作用に役立

をつけると味がつきやすくなります

ちます。皮をむくときはピーラーなどを

使わずたわしでこする程度にし、切った

【浅井久美さん、木田優里さん】ともに

らすぐに酢水に浸けてください。風味が

池田市在住の栄養士。現在は池田市の育

残っておいしいですよ。

児サークル「ロケットキッズ」で簡単な

＜材料＞ゴボウ、キュウリ、マヨネーズ、

レシピを紹介している

塩、すりゴマ、しょうゆ、みりん

なおのエレクトーン・ピアノ教室
ぜひお気軽に無料体験を♪月謝 5000 ～
年齢・性別問わず☎ 090-4565-8341
URL http://naorange.jimdo.com

外国人講師の英会話 曽根―岡町
今年こそ始めてみませんか？
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

ロボット・科学実験教室（小1～高2）
ロボット製作・科学実験を通してお子様
が楽しみながらサイエンスの原理を学
ぶ、体験型の教室です。答えを暗記する
のではなく、自分で考え失敗しても諦め
ずに問題を解決する成功体験がお子様の
自信と才能を引き出します。
チームワーク、挨拶等のマナーも重視
体験教室実施中 川西能勢口駅徒歩 5 分
株）ロボライズ ☎ 050-1554-4571

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

新春ワンコインセミナー
地域でモテる会社は何をしている？
繁盛している店や売れている商品はどう
やってファンを増やし、メディアに取り
上げられているのか。地域で愛されてい
るビジネスモデルの事例を紹介します。
講師は鯖寿司専門店「鯖や」の右田高有
佑さんなど。1 月 27 日 ( 金 )14 時～。
会員 500 円／一般 1000 円
豊中商工会議所 ☎ 06-6845-8006

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）

＜作り方＞（１）ゴボウは４センチの長

さのスティック状に切り、食べやすい固

さにゆでる（２）キュウリを板ずりして

ゴボウと同じスティック状に切る（３）

ゴボウをしょうゆとみりん（同量）に漬

け下味をつける（４）ゴボウに味がつい

たらキュウリと合わせてマヨネーズで和

える（５）塩で味をととのえ、すりゴマ

を入れて混ぜる

＜ポイント＞ゴボウは温かいうちに下味

冬は野菜が不足しがち。おいしいサラダで繊維やビ
タミンを補いましょう
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お問合わせ先

TEL：06-6346-8255
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第３回豊中「いのちのつながり」作文で２４人表彰

１月の催し物ピックアップ
開催中

池田の漢詩文と学問（2月12日まで）／池田市立歴史民俗資料館
江戸中期の儒学者・田中桐江（たなかとうこう）の作品や、彼が池田に作った漢詩文を作る集まり
「呉江社（ごこうしゃ）
」の門弟たちの作品、作成資料などを展示。10 時～ 18 時。入館無料。毎週月、
火曜と祝日は休館。池田市立歴史民俗資料館 072-751-3019。

1 4（土）

大阪音楽大学Presents Daionコンサート 夕映えの海とともに オペ管メンバーによる木管アンサンブ
ル～フランス音楽の調べ～／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、ゆったりと木管アンサンブルを楽しめる。出演はザ・カレッジ・オ
ペラハウス管弦楽団団員。ジャン＝ミシェル・ダマーズの「木管五重奏のための 17 のバリエーショ
ン」ほか。事前申し込み不要。入場無料。乳幼児・未就学児童の入場不可。ATC 企画推進チーム 066615-5005

第３回豊中「伝えよう！いのちのつな

たよと連らくもらって、本当にうれし

がり」
（豊中モラロジー事務所主催）の

かったです。自分の家が流されたり、家

入選作文表彰式が２０１１年１１月２７

族が行方不明になって、自分の事で精一

日、豊中市中央公民館であった。

杯のはずなのに、私の心配までしてくれ

児童、生徒３５９７人から応募があり、

てありがとう。私もみんなのために、何

計２４作品が入選した。式には入選者や

ができるか考えてがんばるので、みんな

浅利敬一郎・豊中市長らが出席した。
「ぱ

も、
もとの美しい自然がいっぱいの町に、

ぱへ」と題した作品で入賞した吉川周翔

もどれるようにがんばってね！＝桜井谷

（しゅうと）君の父、力さんは「子ども

東小学校５年

高崎安海（あみ）さん

はちゃんと親を見てくれて
いる」と話した。市長賞は

逸翁美術館2012早春展 呉春の俳画と写生画（3月4日まで）／池田市・逸翁美術館

次の作品。（梶川伸）

池田に住んだ江戸時代後期の画家、呉春の作品を展示。重要文化財「白梅図」屏風も特別公開する。
10 時～ 17 時。入場料一般 1000 円、大学・高校生 600 円、中学生以下無料。毎週月曜休館。逸翁美
術館 072-751-3865。

◇大船渡の友達たちへ
私が二年前まで住んでい
た、大船渡市の盛小学校の

1 5（日）

友達たち、無事でいてくれ

落語大学本町通寄席・招福千社札八福巡り／池田市・ほんまち通り商店街一帯
15 時半から関西大学落語大学による寄席を北摂麺処嘉づ家で開催。入場無料。また、嘉づ家を含む
ほんまち通りの８店舗で、招福千社札を用意。こいし歯科では正午、14 時に手水寄席を開催。入場
無料。いけだサンシー 072-751-5591。

2 1（土）

てありがとう！

三月十一

日の大津波の日、テレビで、
私が住んでいた町が津波で
流 さ れ た の を 見 て、 び っ

猪名川の渡り鳥観察会／猪名川河川敷

くりしてとても心配しまし

10 時半、
池田駅前てるてる広場集合。元伏尾台小学校校長の森山康浩さんと猪名川の水鳥を観察する。
小学校以上の親子（低学年は保護者同伴）が対象。先着 10 組。費用 50 円。望遠鏡、防寒具、歩き
やすい靴で参加を。申し込みは五月山児童文化センター 072-752-6301。
とよなか産業フェア／豊中市中央公民館
10 時～ 16 時。豊中市内の企業による展示コーナーや、豊中にちなんだ新商品のお披露目、試食販売
コーナー「とよなかマルシェ」などを開催。豊中市地域経済課 06-6858-2191。

た。しばらくして、無事だっ

表彰された入選者（立っているのが市長賞の高崎安海さん）

「木津川計一人語り劇場」ペア５組にプレゼント

2 2（日）

雑誌「上方芸能」発行人の木津川計さ

を抽選で５組１０人にプレゼント。はが

んの一人語り劇場「無法松の一生」が１

きに「木津川計」と明記し、〒５３０－

1-5-38、大阪音楽大学 ザ・カレッジ・オペラハウス

月２８日午後２時、池田市民文化会館ア

８２５１大阪市北区梅田３－４－５

17 時～。ロッシーニ、チャイコフスキーほか。入場料 1000 円（全席自由）。乳幼児・未就学児童の
入場不可。ファクス、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。
電話、ホームページでも受付可。http://www.daion.ac.jp/ex/event/public/list.php ▽電話 066334-2242 ▽ファクス 06-6334-2164 ▽〒 561-8555 豊中市庄内幸町 1-1-8 大阪音楽大学コンサー
ト・センター

ゼリア小ホールで開かれる。

日新聞ローカルまでお送りください。１

大阪音楽大学短期大学部 電子オルガンコース・コンサート「フライング・ライブ2012」／豊中市庄内西町

2 8（土）

大阪音楽大学短期大学部 ポピュラーコース・コンサート／大阪市北区梅田2-4-9、ブリーゼタワー7F、サ

木津川さんは１９６８年に自ら創刊し
た「上方芸能」で演劇や演芸など、幅広

18 時半～。人気ポップス「Born this way」など。入場料 1000 円（全席自由）。乳幼児・未就学児
童の入場不可。ファクス、
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。
電話、ホームページでも受付可。http://www.daion.ac.jp/ex/event/public/list.php ▽電話 066334-2242 ▽ファクス 06-6334-2164 ▽〒 561-8555 豊中市庄内幸町 1-1-8 大阪音楽大学コンサー
ト・センター

リーやせりふを語り分けながら、作品の
時代背景を解説する。今回の「無法松の
一生」は明治時代の北九州を舞台に、人
力車を引く松五郎と陸軍大尉の未亡人と

階)

の心の交流を描いた物語を木津川節で語

里親の体験談発表、里親制度に関する個別相談会など、里親についてよく知ってもらうためのシン
ポジウム。10 ～ 12 時。参加費無料。大阪府池田子ども家庭センター 072-751-2858。

る。前売り１０００円▽当日１５００

2 月 1 5（水）

もって代えさせていただきます。

場は自分で解説して芝居を語る新しい表
現方法として始め、芝居や映画のストー

聞こう話そう 里親シンポジウム ／箕面文化・交流センター多目的室２・３(みのおサンプラザ１号館Ｂ１

月１９日消印まで有効。発表は発送を

く論評や紹介を続けてきた。一人語り劇

ンケイホールブリーゼ

円。池田市民文化会館０７２－７６１－
８８１１。マチゴトはこの公演の招待券

木津川計さん

男女共同参画講演会「イチローと田中将大との出会いを通して」／池田市・コミュニティセンター
10 時半～ 12 時。少年野球「宝塚ボーイズ監督」の奥村幸治さんが講演。先着 100 人。男女共生サロ
ンへ申し込みが必要（1 月 10 日から受け付け中）。男女共生サロン 072-754-2891。

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。

箕面ビール３本セットを１０人にプレゼント
世界中のビール品評会で数々の受賞
歴を誇る箕面ビールの季節限定ビール
「ゆずホ和イト」
（３３０ミリリットル、

マチゴト川柳
題﹁お正月﹂﹁食べる﹂

◇秀句◇神仏に復興願う初詣︵佐久間文章︶

◇佳句◇孫増えて年金ピンチお年玉︵日下佐代︶

お雑煮が母に似てきた妻の味︵水上一憲︶

◇入選◇東北に幸届けてよ竜の玉︵洲崎レイコ︶

胃袋も歳腹八分心得る︵辻部さと子︶

面影を浮かべ読んでる年賀状︵松崎令子︶

しばらくは会話途絶えて蟹食べる︵大堀正明︶

早寝して一富士二鷹いい夢見︵朝倉軼子︶

お正月並んだおせちパック入り︵長谷和子︶

食べ盛り何食分もバイキング︵山藤聖︶

下さい。１月３０日消印有効。発表は引

田中螢柳選

大阪市北区梅田３ー４ー５毎日新聞ローカル﹁マ

日︵必着︶︒１題２句まで投句可︒

マチゴト川柳の次回の題は﹁受験﹂﹁走る﹂です︒はがきに住所︑氏名︑電話番号

を記入し︑〒５３０ー８２５１

チゴト川柳係﹂へお送り下さい︒締め切りは１月
26

４２０円）の３本セット引換券を１０人
にプレゼントします。
は が き に、
「ゆずホ和イト」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

換券の発送をもって代えさせていただき
ます。商品の引き換えは箕面ビール（箕
面市牧落３－１９－１１、電話０７２－
７２５－７２３４）です。運転免許証や
パスポートなど年齢確認できる書類をお
持ちください。

毎

当選者は 20 歳以上の方に限らせていただきます

