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中年女性のオー！タカラヅカ
元ジェンヌの優さんが指導

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

ミュージカルの曲や
ピンクレディー、マ
ルモリダンスの音楽
が流れる中、
「下を
向かない」「姿勢を
正しく」の声が飛ぶ

阪

急岡町駅から徒歩１分の住宅街

岡町に引っ越し、スタジオ優菜を開設。 になった。
「けがをした箇所が良くなっ

に、中高年女性が足しげく通う

当初は、優さんの母（７９）と８０代

ていくのがわかるんです」と、体を動

スタジオがある。元タカラジェンヌ、 の知人の３人でラジオ体操をしていた

かしていた。優さんは「これまであい

優ひかりさんが週に３日、自宅兼けい

が、
「私も教えてほしい」と人が集ま

さつ程度の付き合いだったご近所同士

こ場「スタジオ優菜（ゆうな）
」を開

るようになり、今では５０代～７０代

が、スーパーや路上で楽しそうにお

放し、ダンスやストレッチなどを１

の女性を中心に約５０人が通うように

しゃべりするのを見るとうれしい。人

レッスン１００円で指導している。

なった。近所に住む宮下啓子さんは
「家

の交流が増えて、岡町が文化的発信地

優さんは宝塚歌劇団の６１期生。 の前を通るたびに元気な声が聞こえて

になれたらいいな」と話している。

１９８２年に退団した後も劇団四季や

いたのが気になって」通いだしたとい

レッスンは毎週月、水、金。１日１

東宝映画、ＮＨＫの連続テレビ小説に

う。最近は姿勢が良くなったとうれし

時間ずつ３レッスン（９時半～／１０

出演するなど、キャリアを積んでき

そう。蛍池に住む藤岡早苗さんは交通

時半～／１１時半～）
。１レッスン

た。３５歳で結婚し、芸能界を引退し

事故で骨髄を圧迫骨折し、立つのも辛

１００円。問い合わせは優さん
（０８０

たが、４年前に千里ニュータウンから

かった時に友人に紹介されて通うよう

－４３９２－３９３９）
へ。
（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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前池田市長の倉田薫さん「政治家養成塾つくる」
前池田市長の倉田薫さんに、２０１１

つけてくれた時はすでに事務所を閉めた

年１１月の大阪府知事選挙や池田市長選

後だったんですがね。これがうれしかっ

挙、今後について聞いた。

た」と目じりを下げた。

府知事選について、
「でもしか候補」

続く１２月の池田市長選は再出馬を求

と口を開いた倉田さんは、
「倉田でも勝

める声も強く、出馬を模索した。後援会

てる。倉田しかいない」と、府内の首長

や女性会の会合でも、反応を見たという。

に推される形で立候補したことを、
「良

女性会では７割が反対だったそうだ。
「そ

く言えば青臭い正義感。悪く言うと、思

の気がなかったと言えばうそなる。しか

い上がり。俺がやらなきゃだれがやると

し、先の知事選の最前線で戦ってくれた

いう思いで一気に突入した選挙だった」

青年会議所時代の仲間や、家族ら近い人

と振り返った。

の反対が大きかった」と、不出馬を決め

選挙戦終盤は手応えもあった。
だから、

た経緯を説明した。

落選の一報を聞いた時のことを「あっけ

現在は、生家でもある池田市菅原町の

にとられた」と語った。敗因を「松井（一

事務所に毎日、
ネクタイを締めて“出勤”

郎・現知事）対倉田の構図を作れなかっ

する。
「池田の地域分権の在り方をまと

た。結果的に（大阪市長選挙に出た）橋

めたい」と、地方分権制度の実践、実例

下（徹・現市長）さんとの戦いになった」

本を書く準備を進めている。「好きやね

と話し、それが落選直後の「橋下さんの

ん池田・市民の会」や、政治家養成塾の

残像に負けた」のコメントになったと続

開講を予定するなど、語り合える場も作

けた。

るという。政治の表舞台への可能性につ

敗戦の弁には続きがある。
「お好み焼

いては「ゼロではない。ウイングを広げ

きが食べたい」と言った。倉田さん行き

ておくべきだし、気持ちも切れずに持っ

つけのお好み焼き店「大勝」の店主がテ

ておきたい」と締めくくった。

レビでこの発言を知り、自分に向けられ

（進藤郁美）

た言葉だと思い、お好み焼きを焼いて

＝詳しい内容はマチゴトのウェブ

持って来てくれたという。
「店主が駆け

http://machigoto.jp で

国のあるべき姿や地方の役割などブログで発信している。4 月と 6 月には呉服座の舞台にも立つ＝倉田事務所
で 2012 年 1 月 17 日

作家いおりべゆうさん 池田をモチーフにデビュー

ダイハツが車両提供 池田でカーシェアリング

池田市在住のいおりべゆうさんが、１

作品内の風景は、明記はされていない

池田市は市内に本社を構えるダイハツ

や保険代などを含め、１５分２００円か

月３１日に発売された
「ヴァーミリオン・

が池田の街がモチーフになっている。
「神

工業からエコカー１０台の無償提供を受

ら利用できる。１月２２日現在、個人

スプライト」
（幻冬舎・幻狼ファンタジ

社は呉服神社、駅前は池田駅周辺、河川

け、カーシェアリング事業「ふくまるカー

２４２人、１３法人が登録している。

アノベルズ）で作家デビューした。作品

敷は猪名川。僕が生まれ育った池田の風

シェアリング」を始めた。運営は全国で

前記のほか、カーシェアリングの車を

時間貸し駐車場を手掛けるタイムズ２４

置いているのは▽栄本町▽住吉１丁目▽

は幻冬舎の行うライトノベルの新人賞、

景が、
自然と物語に溶け込んだ」という。

井口堂１丁目▽伏尾台▽タイムズ石橋▽

（東京都）が行う。

第２回幻狼大賞の奨励賞受賞作品で、
“退

「重く暗い話は最近のライトノベルの流

魔士”の少女が理不尽な事件に巻き込ま

行からは外れるが、それが僕の持ち味だ

れつつ成長していくファンタジーだ。

と思う。
これからも書き続けていきたい」 「ミライース」と「ムーブ」各５台を、

いおりべさんは約１０年前から、病気

（礒野健一）

ダイハツから寄贈を受けた軽自動車
市立池田病院、消防署、カルチャープラ

のため車椅子の生活を送っ

ザなど市内９カ所の駐車場

ている。それまではアウト

に配置し、近距離移動や買

ドア派で本もあまり読まな

い物などに使えるようにし

かったが、リハビリ中の気

た。市は「身近なところか

晴らしに読書を続けるう

ら温室効果ガスの排出量削

ち、自分でも書いてみるよ

減につなげたい」と利用を

うになった。
「できる仕事

呼び掛けている。

も限られ、わらにもすがる

利用には事前の会員登録

思いで執筆を始めた。初め

が必要だが、池田市民は通

は純文学を書いていたが、

常１５００円の会員カード

夢枕獏さんの作品が好き

発行料が無料となる。月額

で、幻想的な世界観も書く

ようになった」と話す。

「対象年齢はもう少し上ですが、小学生の娘も読んでくれています。う
れしい反面、まだまだ恥ずかしいですね」

基本料１０００円（学生は
無料）のほか、ガソリン代

タイムズ池田市役所前第２。問い合わせ
は環境にやさしい課０７２－７５４－
６２４２へ。

（進藤郁美）

1 月 17 日、市役所前で小南修身市長らが出席して、カーシェアリング
第 1 号の出発式が行われた

お問合わせ先
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子どもと楽しみたい絵本 よちよち編⑯

３月３、
４日にミュージカル「ピノキオ」

【くだもの】

一般公募によるマチカネファミリー

近は、皆かなり上達したという。主人公

ミュージカル「ピノキオ～真実をもとめ

のピノキオを演じる平岩蘭さん（中学１

末っ子がハイハイを始めたころ、足の

て～」が３月３日（土）と４日（日）
、

年）は「台本を覚えれば何とかなる程

裏が黄色く変色していました。病院に駆

豊中市立アクア文化ホール
（曽根東町３）

度に考えていたので大変」と話しながら

け込むと、先生は「ミカンの食べ過ぎだ」

で上演される。豊中市制施行７５周年を

も、
「ピノキオは純粋な子で大好きです」

と。でも、私は食べさせた覚えがありま

記念して、文化・芸術活動を通じて青少

と本番で演じるのを楽しみにしている。

せん。
「おかしいな」と思って、ゴミ箱

年の育成を図る団体「マチカネステー

公演は２日間で３回（３日１４時半～、

をみると、大量のミカンの皮。犯人は優

ション」が主催する。

１８時～／４日１４時半～）。１８００

しいお兄ちゃんとお姉ちゃんでした。
「と

円。１２面にプレゼント。（早川方子）

ても喜んだ」と言うのです。この作品で

集まった４１人の出演者は、２０１１

TEL：06-6346-8255

年８月から練習を続けてい

は、１ページ目は果物が丸ごと登場し、

る。小、中学生も多い。制

次のページで皮をむいて「どうぞ」とで

作の北野寛年さんは「お金

てきます。そして、ミカンの皮は自分で

むけると教えてくれますが、食べすぎに
はご注意を。 （絵本を楽しむ会・Ｍ）

「くだもの」作：平山和子（福音館書店）

をいただく以上、子どもの

子どもと楽しみたい絵本 てくてく編⑥

発表会にはできない」と話

し、演技や歌のレッスン、

セリフの言い回しや声の大

【チムとゆうかんなせんちょうさん】

叫んだのです。｢あっ、チムとゆうかん

きさ、目線など、細かく指

この作品のチムは船乗りになりたい男

なせんちょうさん！｣ って。チムが「う

導する。中には泣き出す子

の子。仲良しのボートのおじさんが船乗

みのもくずとなろうとも…」と決心する

もいるが、指導陣は「苦労

りの時の話をしてくれるのを楽しみに、

場面での船長さんと同じ顔に見えたので

を伴わない感動はない」と

浜辺に毎日通っていました。ところが、

す。泣いていたのに、顔を見合わせて大

手を緩めない。それでも練

ある日、おじさんの目を盗んで、外海に

笑いです。

習を始めて約半年たった最

本番さながらの迫力で歌って踊る出演者たち

（絵本を楽しむ会・Ｍ）

出る大きな汽船に乗り込むことに。船は
嵐に巻き込まれ、チムは船長さんと取り

わが家の宝もの

わが家の宝もの

残されます。ところで、我が家の末っ子
は、私と似た好みで、洋画が大好き、泣

顔にペイントを

ハイハイをする

きだす場面も一緒、アーディゾーニも大

し た 緯 吹（ い ぶ

ようになった大

好き。映画「タイタニック」を観ていた

き）ちゃん。描か

耀（たいよう）く

時、タイタニックが氷河に衝突して、ど

れている間はぐっ

ん。表情が豊かで

んどん浸水し、大きく傾いて、みんなが

すり眠っていたの

よく笑います。お

逃げまどいます。それを目の当たりにし

に、カメラを向け

姉ちゃんのことが

て、船長さんが、船とともに沈みゆく運

ると、気配を感じ

大、 大、 大 好 き。

命を受け入れた顔をした瞬間、二人とも、

たのか大きな泣き

お姉ちゃんの顔を

声 を あ げ ま し た。

見たとたん、ニヤ

ママに抱っこされると、涙をためたま

ニヤしはじめます。そして、猛ダッシュ

ま、またすぐにすやすや。安心した寝顔

でお姉ちゃんのところまでハイハイして

になっているね。

いくのです。

市軸稲荷神社にお多福のくぐり門がお目見え
２月３日の節分を前に、お多福大神な

日まで。
２月３日には節分祭が開かれる。

「チムとゆうかんなせんちょうさん」作：エドワード・
アーディゾーニ 訳：せたていじ（福音館書店）

夫婦で楽しむＷの子育て⑯
◆パパ友のすすめ

たパパ同士が子どもを連れて遊びに行っ

「ママ友」という言葉はよく聞きます

たり、ホームパーティを開いたりしてい

が、パパの皆さん「パパ友」はいますか？

ます。もちろん、
準備も料理もパパ主導。

仕事の付き合いや学生時代からの友だ

ママたちはその間、
ゆっくりおしゃべり。

ち以外に、地域にパパ友がいると何かと

時にはママ不在のパパと子だけの日もあ

心強く楽しいものです。

ります。

パパと子どもで公園などに遊びに行っ

一緒に地域の行事に参加したり、小児

２）に、くぐると願い事がかなうとされ

ても、他のパパと話す機会はなかなかな

科や予防接種、習いごとの情報を交換し

る「お多福のくぐり門」が設置された。

いかもしれません。でも、子どもとの遊

たり、たまには育児を離れて仕事の話を

門は高さ約３メートル。お多福の口をく

びや遊び場の話題なら、気軽に話が弾む

したり。パパ友がいると、パパの子育て

ぐって境内に入り、名前や年齢などを書

はずです。今は、地域でパパサークルや、

が何倍も楽しくなるようです。

いた短冊を結んだかんざしを頭にさして

行政やＮＰＯ主催のパパ向けの育児講座

願いを思い浮かべ「頭いた、頭いた、頭

なども行われているので、気軽に参加し

【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住の

いた」と３回唱えながら、お多福像を参

てみてはいかがでしょう。メルアドを交

ライター・コピーライター。３歳男児の

拝する。帰るときには門をくぐって外へ

換したり、ＦａｃｅＢｏｏｋなどを使え

母。夫は平日の夫婦２人の弁当と、休

出て、門の前につるされた大根にかんざ

ば手軽に連絡が取りあえます。

日 の 朝 昼 晩 の 食 事 を つ く る イ ク メ ン。

どをまつる市軸稲荷神社（豊中市刀根山

しを刺して奉納する。くぐり門は２月３

＝情報提供・豊中市（早川方子）

2 月 3 日の節分際では大勢の参拝客が門をくぐる

わが家では、保育所の行事で知り合っ

部活の仲間① 豊中市立第十一中吹奏楽部

http://ameblo.jp/mamawriter/

子育てサークル（21） しょうないおやこえいご

豊中市立第十一中学校吹奏楽部は

真由さんと櫻井勇生君も「緊張よりはワ

英語を通して親子のふれあいの場を提

毎月第２、４金曜日１０～１１時。対

２０１１年秋、「吹奏楽の甲子園」と呼

クワクする気持ちの方が大きい」
。橋本

供する子育てサークル「しょうないおや

象は１歳半～未就園児と保護者。入会金

ばれる全日本吹奏楽コンクールに２年連

教諭は「信頼関係があることが大きい。

こえいご」が月２回、豊中市立庄内公民

１０００円、
月会費１６００円。
体験レッ

続で出場し、銀賞を受賞した。部員は約

それが音にも表れているのでしょうね」

館で開かれている。豊中市内で英語教室

スン受け付け中（１回３００円）
。問い

１００人。練習時間は平日が１時間から

と話している。
（早川方子）

を開いている井上侑香さんが講師を務

合わせは瀬川さん（０９０－１６７０－

１時間半程度の自主練習、それに土曜日

め、英語を使った歌やダンスに、たくさ

４５１４）へ。

の合奏だけで、顧問の橋本裕行教諭に

んの親子が参加している。

よると「日本１練習の少ない吹奏楽部」
。

「この１時間は子どもとたっぷり遊ん

部活後は塾に通う生徒が多く、勉強にも

でほしい、とお母さんにお願いしていま

熱心。文武両道なのだ。

す。英語はそのツールでしかありません」

十一中吹奏楽部の特徴は、のびのびと

と話す井上さん。英語を習うというより

した自由な演奏。普段の練習から自主性

は、親子が一緒に体を動かし、歌って、

が重んじられているので、先生の指導と

英語を楽しもうという場のようだ。次男

言えば合奏の時くらい。部員たちも明る

の凰路（おうじ）君と参加していた木村

い。
「本番直前でも、舞台そでで踊るこ

理恵さんは「息子は人見知りすることも

ともある」と話すは３年生の高嶋しおり

さんと重松凛子さん。同じ３年生の佐藤

（早川方子）

練習は自主性を重視し、先生の指導は全体で合奏す
る時だけ

なく、心から楽しんでいるみたい」とニッ
コリ。

豊中市内各所から参加者が集まる人気のサークルと
なっている

2012. 2.2 vol.35

お問合わせ先

阪大の先生④石蔵文信さん 更年期障害の主因は?
女性の更年期障害の主因は夫にあると

る傾向にあるという。

TEL：06-6346-8255
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スキーで国体とインターハイへ 豊中の西田君
豊中市在住の西田翔太郎君（堺市・賢

技術の精度を上げていくことが必要。そ

書いた本「夫源病（ふげんびょう）
」が、

「男と女は生物としてまったく違うも

明学院高校１年）が山形市で開催中の第

れには筋力アップが絶対条件」と真剣に

発売以来注目を集めている。著者は大阪

のだと理解することが大切」と石蔵さん

６１回全国高校スキー大会（インターハ

話しながら、太もも１周が６１センチに

大学大学院医学系研究科准教授の石蔵文

は話す。
「女性ホルモンのエストロゲン

イ）と、２月１４日に岐阜県で開幕する

なったと話す時、笑顔になった。

信さん。男性更年期外来として約１０年、

は、体や心を守る働きがある。それがな

第６７回国民体育大会冬季大会スキー競

６００人の相談に応じてきた石蔵さん

ければ出産と育児という、多大なストレ

技の大阪府代表として出場する。

が、
「夫の言葉や態度がストレスとなり、

スが生じる営みは乗り越えられないだろ

西田君が本格的にアルペンスキーを始

思いは強い。目標は「２０１８年、韓国

女性の更年期障害を誘発、悪化させてい

う。逆に言えば、それがない男性に育児

めたのは中学１年の時だった。「こんな

で開催される平昌オリンピックに出るこ

る」と考えた。

と」だと胸を張った。

は不向き。だから最近のイクメン礼賛も

スピード競技があったとは」。オリンピッ

医学的には、更年期障害はホルモンバ

良いとは思えない。否定することもない

クで滑走する皆川賢太郎選

ランスの崩れが原因だ。女性の場合、閉

が、
『それができない男はだめだ』とい

手を見て、衝撃を受けたの

経前後に女性ホルモンが急激に減少する

う風潮がストレスとなって、かえってＤ

がきっかけ。すぐに皆川選

ことで起きるが、その症状や期間には個

Ｖなどにつながることもある」という。

手を真似て滑ったのが最初

人差がある。男性にも更年期障害はある

ストレスこそが万病の元という考えか

だった。
「自分の体だけで

ものの、大抵は自覚症状がないまま終わ

ら、健康ブームにも疑問を投げかける。

加速できる面白さを知り、

り、
女性ほど深刻に捉えることは少ない。 「７０歳を過ぎた人が禁煙禁酒、食事も

は、誰よりも早く滑り下りたいから」。

（進藤郁美）

のめり込んだ」と話す。

そのため、妻が更年期障害によって体調

塩分控えめで質素なものに制限、適度な

この競技は体の大きさが

不良を訴えても、
「放っておけばそのう

運動をして早寝早起き。長生きをしたい

タイムに直結するといい、

ち治る」と軽く流し、ぞんざいな言葉や

からと健康に気を使って、それで人生楽

「身長１８６センチ、体重

態度になってしまう。それがストレスと

しいのかな。
人に迷惑をかけないのなら、

８５キロの自分に有利」だ

なって症状を悪化、期間の長期化につな

好きにするのが結局一番健康的」と笑っ

が、課題は山積していると

がるというのだ。

た。

西田君は考える。
「ターン

「そんなことはない。定年まで仕事一

「自分に厳しいトレーニングを課すの

筋力アップのためスキー板を後ろ手に持ち上げ、片足 80 回ずつスク
ワットする。8 ～ 10 キロ走るのも日課になっている

（礒野健一）

異文化を学ぶ うえのワールドミュージアム

筋 で や っ て き た 分、 今

は妻をいたわりながら、

ずっと一緒に過ごしてい

世界中の国々の楽器やおもちゃ、文房

る、近所でも評判のおし

具や日常品がところ狭しと並べられ、そ

学年別に決めたテーマの研究も、絵や写

どり夫婦だ」という男

こで生活をしてきた人が、子どもたちに

真とともに発表されている。
「まず日本

性もいるだろうが、それ

説明をする。どこの立派な博物館かと思

を知らなければ、世界はわからない。だ

は夫の独りよがりだ。１

うが、これは豊中市立上野小学校で毎年

から１年生は日本の習俗や昔話がテー

つ屋根の下、何十年か結

開かれている「うえのワールドミュージ

マ」と、国際教育担当の大石チエコ教諭

婚生活をしていたとして

アム」の光景だ。

は言う。今年は５年生も、竹取物語や枕

も、男性に職場という環

上野小学校は１９６７年に帰国した子

会場となる教室には展示品とともに、

草子などの古文をテーマとした。

境があったのと同じく、

どもの教育研究協力校に指定されて以

女性にも近所づきあいや

来、数多くの帰国児童を受け入れてきた。

護者会の白川充子（あつこ）さんは、
「海

趣味の仲間という個別

ミュージアムは帰国児童の保護者が中心

外で生まれ、日本語や日本文化に疎いま

の環境が生まれている。

アメリカに７年住んだ後に帰国した保

となって、自分たちが暮らしてきた外国

ま帰国する子に対し、
『日本人ならでき

「『 亭 主 元 気 で 留 守 が い

の文化をともに知り、学ぼうと、約２０

るでしょ』と言わず、しっかり付き添っ

い』というのは、
妻にとっ

年前から行われている。それに伴う国際

てくれる先生方はありがたい」と、上野

て理想の環境。せっかく

交流も多く、海外の学校と、手紙やウェ

小の体制に感謝していた。 （礒野健一）

できたその環境に、定年

ブを通じたやり取りも盛んだ。

を迎えた夫が入り込むの

中木常雄校長は「世界には色々な国や

はストレスでしかない」。

文化があり、多様な価値観があると知る

仕事一筋だった夫ほど、

ことで、視野の広い人間になってほしい。

それ以外の友人がいない

そして自分で考え行動する主体性を身に

ため、定年後はやたら妻

につきまとい、過干渉す

「定年後すぐに夫がポックリ逝った女性は、すごく元気。ストレスはない、
遺産も残る、周りは同情してくれると、いいことづくめ」

付けてほしい」と語る。価値観の違いと
は国の違いだけでなく、障害者やお年寄
りなども含めた広いものだ。子どもたち

履正社がセンバツ出場 ２年連続４回目

はそれら「異なるもの」を、
「異なるけど、
あって当たり前のもの」
「知れば楽しい

第８４回選抜高校野球大会（毎日新聞

２０１１年のセンバツでは、大会４強

社、日本高校野球連盟主催）の選考委員

に入り、甲子園をわかせた。今回のチー

会が１月２７日、毎日新聞大阪本社であ

ムの打線は、中軸をその時のメンバーが

り、履正社高校（豊中市長興寺南４）の

占め、公式戦のチーム打率は３割４分５

出場が決まった。履正社のセンバツ出場

厘を誇る。

は２年連続で４回目。センバツ出場の知

センバツは３月２１日から、兵庫県西

らせが履正社に届くと、野球部員が岡田

宮市の阪神甲子園球場で行われる。組み

龍生監督を胴上げして、喜びを表した。

合わせ抽選は３月１５日、毎日新聞大阪

大阪府内からは、
大阪桐蔭高校（大東市）

本社で行われる。

もの」として、自然に受け入れていく。

各 国 の 民 族 衣 装 を 試 着 し た 子 ど も た ち。
「かわい
い？」
「どや、強そうに見えるやろ！」とポーズ

（梶川伸）

も選ばれた。
履正社は２０１１年の大

阪府秋季大会で３位。続く

秋季近畿大会では１回戦で

報徳学園（兵庫県）
、準々

決勝で水口（滋賀県）を破

り、ベスト４に進出した。

準決勝では智弁学園（奈良

県）に２対４で敗れたが、

智弁学園は近畿大会の優勝

校となった。選考委員会で

はこれらの実績が評価され

た。

阪急曽根駅前に張られた履正社のセンバツ出場を知らせる掲示

アジアの楽器を手に取る子どもたち。今年はアフリカの展示も多く、
2 月 4 日 9 時半～ 11 時半の一般公開では、
豊中市のアフリカ音楽グループ「Mafolo」の演奏会も開かれる

お問合わせ先

８３．
７ＭＨｚ ＦＭ千里の声⑮ 田中千裕さん

TEL：06-6346-8255
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阪急ものしり帳④ ホームの標識

◆「ごきげん千里８３７（やぁ、みんな）

す」
（礒野健一）＝コミュニティＦＭ千

駅のホームには、数字や文字を使った

公式を覚えている。時速７０キロで走っ

木曜日（１０時〜１３時）」担当

里木曜日午前１１時から放送中の、マチ

いくつもの標識がある。阪急電鉄広報部

ていると、答は２４５で、列車が止まる

小学生の時に演劇のナレーターを務め

ゴトの記事を紹介する番組「まるごと・

に、豊中駅の標識を説明してもらった。

までの距離が２４５メートルと計算す

てその面白さを知り、声を使う職業にあ

マチゴト」は、
１月から田中さんが担当。

梅田行きの線路わきに、長方形のパネル

る。ただし、傾斜やカーブ、電車の個性

こがれた。しかし、学生時代は公務員に

に「１」と書いた標識がある。これは、

といった条件が加わるので、公式通りに

なろうと勉強をしていたという。「アナ

電車の停止位置まで１００メートルを示

は行かない。豊中市と池田市の中では、

ウンサー＝テレビ局というイメージが

す。その上方に、八角形の標識が設置さ

蛍池駅の梅田行きのブレーキ操作が難し

あって、難しいかな」と。そんなある日、

れていて、黒地に白文字で「７０」と書

いという。下り傾斜があるうえ、駅の手

ヒーローショーを進行する司会者を見か

いてある。通過列車の制限速度だ。

前に踏切があるからだ。

標識。これは豊中始発電車

夢が再燃。この世界に飛び込んだ。
「元々、人前で話すのは苦手な方。最

の先頭の停止位置。その少

近はだいぶ慣れてきたけど、『マイクの

し前方には白無地の標識が

先のあなたに対して』というラジオの話

あり、８両という一般的な

し方は難しい。勉強ばかりです」

編成の電車の停止位置を表
す。「４」の標識があれば、

人の少ない寺社でゆったり時間を過ご

４両編成となる。

すのが好きで、お薦めは京都の泉涌（せ
んにゅう）寺という。家の水槽のタニシ

通常の場合、運転士は豊

や、甲羅干しする公園の亀を眺め続ける

中駅の２５０メートルほど

こともある。「雪を見て急にテンション

手前からブレーキをかけ

が上がったり、マイペースなのかな。そ
んな部分も徐々にラジオで出したいで

「南千里の佐竹公園の亀は、写真を撮ろうとすると
近付いてくれるんです。かわいいですよ」

ハーブで暮らしを楽しむ⑫

る。運転士は「時速のキロ
数の２乗」割る「２０」の

左下の「1」は停車位置まで 100 メートル、左上の「70」は制限速度
を示す

ゑびす男選び＠阪大坂 １番福は阪大の奥野さん

暦では立春をすぎました。春を感じさ

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブ専門ス

池田市石橋方面から大阪大学豊中キャ

せる食べ物の一つ、春菊（菊菜）。バジ

クール Mrs. Lavender 代表。初心者向け

ンパスへ続く通称「阪大坂」で１月８日、

ルのジェノベーゼは有名ですが、今が旬

の楽しい講座〜資格取得の講座まで対

恒例の「ゑびす男選び」が行われた。午

の春菊を使って和風ジェノベーゼはいか

応（完全予約制）http://mrs-lavender.

前７時半、約１００人の参加者が太鼓の

が？

com/ ▽ info@mrs-lavender.com

音を合図に、約３００メートルの上り坂

春菊も和のハーブ。ビタミン類も

（梶川伸）

前方に進むと、
「豊」の

「こんなかかわり方もあるんだ」と
け、

豊富で美容や風邪予防にも良く、βカロ

信があった。来年は着順も１番になりた
い」と笑顔を見せた。

（礒野健一）

コースを走り抜けた。

チンが肌荒れ改善、食物繊維が便秘を解

ゑびす男は着順３番手までの人がゴー

消、香りの成分は自律神経に作用し、い

ルに吊された法被をつかみ取り、それに

ずれも今の季節にぴったり。

記された結果で１番福を決める。今年の

（１）春菊（８０ｇ）をよく洗って、ざ

１番福は、着順では３番手だった大阪大
学工学部２回生の奥野晃弘さん。陸上部

く切りし、蒸してしんなりさせる（２）

で短距離をする奥野さんは「脚力には自

（１）の春菊、豆乳（８０ｇ）
、カシュー

1 番福を手にした奥野晃弘さん。
「副賞の石橋商店街
の商品券で、友だちとおいしいものを食べたい」

ナッツ（１５ｇ）、塩ひとツマミを全て

ミキサーに入れて混ぜる（３）ベーコン

豊中市、池田市の皆様に伝える

を細長に切って焼く（４）茹でたパスタ

と（３）を和えて、粉チーズ等をお好み

でかけて春色パスタのできあがり。

春菊は茎の付け根までたくさん葉がついていて、香
りの強いものが、よりおいしく効能も高いそうです

マチの伝言板
誰でも参加できる情報コーナー

身近な生き物たち⑩ 冬の渡り鳥
豊中市の服部緑地ではこの時期、冬の
渡り鳥たちが数多く観察できる。
１月２９日に行われた初心者向けバー
（服部緑地探鳥会主催）
ドウォッチング会

めて。頭の後ろにくせ毛のような羽があ

※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。

るキンクロハジロが気に入った」と話し
た。

（礒野健一）

モ、ヨシガモ、オナガガモなどカモの仲
間は、越冬地の日本が恋の場所。羽で美

外国人講師の英会話 曽根―岡町
大人〜子供 月謝制 無料体験随時
「イングリッシュホーム 曽根」で検索
06-6854-4040 afc328@hotmail.co.jp

しく彩ったオスたちが、メスに求愛する
様子が見られた。水に潜って貝やザリガ

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・性別不問 ☎ 090-4565-8341
URL http://naorange.jimdo.com

（渡りはせず１年中、
ニを取るカイツブリ
服部緑地に留まっている）、水面にくち
ばしを浮かせて、入ってきた水をこしな
ガモなど、種類ごとに違うエサの食べ方

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

蛍池 浪速きもの学院 蛍池駅前
無料貸出有 / 月 4 回 4 千円入学 3 千円
見学自由 / お気軽にお電話ください
☎ 06-6843-1441

んは「こんなにしっかり鳥を見たのは初

では、約３０種類の鳥を観察した。マガ

がらプランクトンなどを食べるハシビロ

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。

普段はなかなか近くに来ないジョウビタキが、すぐ
そばまで来てサービスショット

を見るのも面白い。
ま た、 冬 は 木 の 葉 が 落
ち る た め、 森 の 小 鳥 た ち

あなたが当たり前だと思っていること
は、誰かにとって極上ネタかもしれませ
ん。そして、あなたの話に興味がある人
は「見込み客」ともいえます。セミナー
をして販売促進につなげませんか。セミ
ナー女王、前川あゆさんが手法をお伝え
します。会員 1000 円 / 一般 3000 円
2 月 16 日 ( 木 )14 〜 16 時、定員 25 名
豊中商工会議所 06-6845-8006

アート力芸術教室（絵画・造形）
小学生から大人まで創造性を活かす。
絵画、造形、英語芸術（子供のみ）
。
090-6491-1527 infoartca@gmail.com

も見つけやすい。公園で遊
ぶ人が少ないため警戒心が
薄まるのか、会ではメジロ
やジョウビタキが間近まで
やって来た。「これだけ近
くに、しかも長い時間とま
るは珍しい」と、案内して
くれた探鳥会のメンバーも
興奮した様子だった。
会に参加した重岡昌志さ

エサを食べるハシビロガモ。渡り鳥たちは 3 月上旬ごろから徐々に日
本を離れるので、2 月いっぱいは観察できる

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

マチゴト配布スタッフを募集
豊中市の岡町、東豊中エリアを中心にマ
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。報酬は業務に
応じてお支払いします。お問い合わせは、
毎日新聞岡町店（06-6852-4507）東豊
中店（06-6853-0036）へ。
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お問合わせ先

池田からヘルシー麺を発信 六蓮庵

TEL：06-6346-8255

8

編集長のズボラ料理(24) サトイモ・バター

池田市の国道１７６号沿いに、グリー

させるまで、５０回以上も試作を繰り返

僕は京都府最南部の団地に住んでい

ンハーブを使ったうどんの店「六蓮（ロ

したという。
「最初はこねている間も青

る。隣の棟には、娘夫婦がいる。歩いて

できない。
近くの人におすそ分けをする。

ハス）庵」が１月１８日、
オープンした。

臭くて。
食べられるかどうか心配だった」

１分以内だから、しょっちゅう遊び来る。

それでも、なかなか減らないから、義理

椎葉眞士さんが「インスタントラーメン

と、接客する妻の道代さんは話す。椎葉

僕が帰宅すると、当然のようにこたつに

の姉の家にも送る。とても好評で、大い

発祥の地、池田からヘルシー麺（めん）

さんと二人三脚で麺の開発をした店長の

入っていて、「また来てるでえ」と言う。

に喜ぶ。そのことを実家に伝えると、義

を発信したい」と、
モリンガ、
シークワー

河野達也さんは「眠れない夜もあった」

娘夫婦が近くにいる最大のメリット

理の姉の家にも、
直接送るようになった。

サーの葉、長命草を使った緑色のオリジ

と笑う。椎葉さんは「特許申請を済ませ

は、夫の実家からしばしば野菜が届くこ

量を減らすうえでは、作戦は失敗した。

ナル麺を作り、開店にこぎつけた。

た。どこにもない新しい麺を多くの人に

とだ。田舎暮らしなので、自分で作った

サトイモは煮るのが１番おいしいと思

食べてもらいたい」と話している。

豊中市で美容室を経営する椎葉さんは

いしい。だが、とうてい２家族では消費

もの、親類や知り合いが作ったものを、

うのだが、
続ければ飽きてくる。だから、

１年半ほど前、サプリメントを手にした

きつねかワカメが選べる六蓮うどんは

可愛い息子のために送る。ところが共稼

みそを入れるなど、味付けを変える。か

時にモリンガを知った。モリンガは亜熱

４８０円。エビ天や野菜のかき揚げなど

ぎなので、昼間はいないことが多い。そ

ら揚げにもする。コロッケも試みる。で

帯などに育つ木で、和名は西洋ワサビの

トッピング用の天ぷら（６０～１８０円）

こで、宅配便は僕の家に届く。それを、

も、
なかなか減らない。そのうち、
段ボー

木。ミラクルツリーと言われるほど栄養

もある。グリーンハーブを使ったドーナ

２家族で分ける。米、サツマイモ、ジャ

ルの中はなるべく見ないようになる。

価があることを知った椎葉さんは、
「モ

ツ、白玉（各１５０円）など和スイーツ

ガイモ、サトイモ、シイタケ、クリ、大根、

そんな時に、おすそ分けをした近所の

リンガを使って、美容や健康に役立つも

も人気がある。

ネギ、ハクサイ……。まあ、種類が多い。

人から教えてもらったのが、サトイモ・

ありがたい話だが、１つ困ったことが

バターだった。さっそく作ってみた。簡

ある。量がべらぼうに多い。十分に八百

単に言えば、ジャガ・バタ（ジャガイモ・

屋が開ける。それが、農作業をしている

バター）のサトイモ版だ。

（進藤郁美）

のを作りたかった。その表現方法のひと
トヨタレンタリース大阪

つがうどんだった」と話す。

●

形にならなかった。分量を変え、何度も

挑戦するがうまくいかない。困った椎葉

さんはヒントを得ようと沖縄県の生産者

を訪ねた。そこで、シークワーサーの葉
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阪
急
宝
塚
線
三井住友●
銀行

むグリーンハーブを作り上げた。
臭みがなく、コシがあるうどんを完成

六蓮庵

市立図書館●
分館
駐輪場

ＴＵＴＡＹＡ●
阪急
オアシス●

石橋文化
幼稚園

●

平和温泉●

郵便局 ●

と長命草があることを教えてもらい、モ

リンガにブレンドして、うどんに練り込

自家製健康さぬきうどん

176

線
面
箕
急
阪

すぐに製麺を始めるものの、全く麺の

市立石橋北会館

●

●

喫茶
花の館
●

東進衛星
予備校

●

石橋駅

阪急石橋駅から徒歩 5 分。国道 176 号沿い

【六蓮庵】池田市石橋 2 － 4 － 2 ▽ 7 時～ 10 時、11 時～ 14 時、18 時～ 21 時（日曜 17 時～ 20 時）▽ 3
月から水曜定休▽ 070 － 5046 － 4186

田舎の人の善意ではあるのだが。例えば

サトイモは皮のついたまま、レンジで

サトイモ。大きな段ボール箱で届く。数

チーンをする。１０個くらいなら、５分

えたことはないが、２００や３００個は

あまり。途中で上下をひっくり返すと、

入っている。重い。僕の家は２階で、エ

まんべんなく柔らかくなる。皮は簡単に

レベーターはない。だから、宅配便の人

取れる。真ん中の包丁で切れ目を入れ、

は自力で階段を運びあげる。そのたびに、

バターをはさみ、塩、コショウをふる。

「またか」と嫌がっているに違いない。

これで１、２回はしのいだが、サトイモ

実家のサトイモは、モチモチとしてお

完食作戦はまだまだ続く。

（梶川伸）

当然、バターが固まらない熱いうちに食べる

ママの簡単レシピ④ カブの浅漬け

北摂麺大使③ 豊中市・烈火
が舌の上で踊る幸福感に浸ってしまう。

カブは、葉とかぶらの両方にビタミン

山形ラーメンと言われても関西人にはな

「これも試してよ」と追加してくれた

が含まれいるすぐれた冬の野菜です。カ

【浅井久美さん、木田優里さん】ともに

じみが薄いが、山形市は１世帯あたりの

トッピングは
「納豆」。山形の郷土料理「納

ブの葉には鉄やカルシウムも含まれてい

池田市在住の栄養士。現在は池田市の育

ラーメン消費量が、全国の県庁所在地の

豆汁」にヒントを得たものという。魚介

ます。かぶらには、消化吸収を助ける

児サークル「ロケットキッズ」で簡単な

中で日本１というラーメン王国なのだ。

レシピを紹介している

庄内の「烈火」は山形ラーメンの店だ。

だしの効いたスープで臭みが抑えられ、

働きもあるので、甘酢漬けなどにして

店主の浮島栄二さんは大阪出身。１０

食べた時のみ口の中でその風味が広が

ちょっと食卓に出すのもいいかもしれま

年ほど前に山形へ移り、そこで知り合っ

り、意外なほどうまい。
「塩ラーメン以

せんね。

た友人の勧めもあって、ラーメン屋を開

外ならどれにでも合うよ」
。今後は常に

＜材料＞カブ、カブの葉、塩、塩昆布

いた。
「よそ者の俺が作ったラーメンを、

追加することになりそうだ。（礒野健一）

＜作り方＞（１）カブは皮をむき、薄く

山形のおじいちゃんが『う

いちょう切りにする（２）（１）を塩も

まい』と言ってくれた時は、

みしてしばらく置く（３）カブの葉を刻

震えるほどうれしかった」

み、さっとゆでて、水にさらし、ザルに

と話す。２０１１年に大阪

あげておく（４）カブがしんなりしたら、

に戻り、若い時に働いてい

葉も一緒に水気をしぼる（５）塩昆布と

た庄内に店を構えた。

和えればできあがり

頂いたのはスタンダード

＜ポイント＞カブの葉はさっと湯がい

な山形ラーメンに近いとい

て、適当な大きさに切っておいてから冷

凍保存しておくと便利ですよ。

ビタミンをたっぷり摂って風邪の予防に

う「 ４ 種 の 魚 介 し ょ う ゆ

ラーメン」（６５０円）
。な

るほど香りが素晴らしい。

麺（めん）をすする前にスー

プだけを飲み続け、うまみ

次回の
【烈火】豊中市庄内東町 2 － 3 － 10 ▽ 090 － 5256 － 8339 ▽ 11
時半～ 14 時、19 時～午前 2 時▽日曜定休

は

３月１日（木）発行

お問合わせ先

池田と歩んできたからできること 田村商会

TEL：06-6346-8255
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箕面街道をゆく②豊中駅～箕面市牧落

池田で開業して６０年以上を経る不動

友だちを誘ってよく行きますよ」と田村

阪急豊中駅前の商店街を北東に３００

産会社、田村商会の歴史は、池田市の発

さん。飲食店だけでなく、理髪店なども

メートルほど歩くと、信号のある交差点

展とともにある。池田で生まれ育ち、今

かつて担当した縁で通い続ける。「やっ

に出る。石の道標が立ち、
「左

箕面街道」

が現れ、やがて耳ができ、両前足を腹の

年で不惑を迎える３代目の田村佳寛社長

ぱり繁盛してほしいですし、みんなで一

と彫られていて、櫻（桜）井谷村、内田、

前で合わせて、参拝者を祈祷所へ招き入

は、
「長く街を見ているので、細かい変

緒に池田を盛り上げたいんです」という

少路、野畑といった文字も読める。今回

れるような格好に見える。

言葉が力強かった。

はここを起点にした。

化にも気付きます。店舗物件の仲介もた

（礒野健一）

目の正直で写真撮影ができた。
１２時１５分ごろから、それらしい形

神社の女性によると、３年前に参拝客

くさんしていますが、店を出す場所の人

【田村商会】池田市呉服町１－１サン

街道はバス道をいったん左手に外れる

が気づいたのだという。
「キツネは神様

の流れを、その年齢層なども含めてアド

シティ池田１階▽０７２－７５１－

が、すぐにバス道に戻る。そこは、宇迦

のお使い。祈祷所の入り口なので、お迎

バイスさせてもらっています」と話す。

２１７０▽９時～１９時▽水曜、祝日休

御魂神（うかのみたまのかみ）など３神

えギツネと呼んでいるんですよ」
と話す。

初めて店を出す人は、そ

をまつる豊中稲荷神社の裏側の参道に

れが長年の夢という場合も

なっている。神社の女性におもしろい話

たが、
「調べない方がいいのではないか」

多く、立地や家賃で無理を

を聞いた。新年になると、祈祷（きとう）

という考えに落ち着いたそうだ。

してしまいがちという。
「だ

所の入り口の壁に、白いキツネが姿を見

中国自動車道の下で、新旧の箕面街道

から、できる限りじっくり

せるのだという。不思議な現象を、もっ

は合流する。やがて、千里川の高橋を渡

話を聞きたいですね」

と詳しく聞かせてもらうと……。

る。そのあたりは、大阪府のアドプト・

「原因を調べてもらおう」
という話もあっ

池田駅前のそば屋「のあ

キツネが現れるのは、元日から１月

リバー制度（アドプトは養子の意味）に

み」は、田村さんの仲介で

２０日ごろまでの晴天の日で、午後０時

よって、地域の人たちが美化活動をして

店を構えた。店主の野網裕

２０分から１０分間に限られる。神社の

いる。川にはコイが泳ぎ、３段の小さな

之さんは「何でも気軽に相

建物などと光線の関係で壁に影ができる

堰（せき）が水音をたてている。川沿い

談に乗ってくれそうだっ

が、光の当たった部分が明るく残り、そ

の道は桜並木。休日のせいか、ジョギン

た」と印象を語る。

れがキツネの形になる。

グなど川を楽しむ人たちが多かった。

「仕事で関わった店には、

菅原町の「蕎麦見世（そばみせ）のあみ」で、店主の野網裕之さん（右）
と談笑する田村佳寛社長

大人のためのピアノ講座 岡町のカフェで開催中
阪急岡町駅から徒歩５分、桜塚商店街

別。問い合わせは吉田さん（０９０－

にあるカフェ「ｋｉｔｔｏ（キット）
」

８９８７－８１８９）へ。詳しくはホー

で月に２回、大人を対象としたピアノ講

ム ペ ー ジ（http://kutsurogi-music.

座が開かれている。レッスンの後にはお

com）
で。

取材翌日の１月８日、写真を撮りに

報恩寺のそばの落ち着いた家並みの中

行った。直前まで太陽が出ていたのだが、

を通り、野畑庭球場というレトロな名前

肝心の１０分間は雲の中。９日は豊中駅

のテニスコート前を過ぎ、箕面市牧落に

では光が差していたのに、神社に向かう

出た。ルートが分かりにくく、道を訪ね

と太陽は雲の中に消えた。１０日、３度

ながらの街道歩きだった。

（梶川伸）

（早川方子）

茶やビールを飲みながらの交流会もあ

り、初心者やシニア世代、男性らに人気

の講座となっている。
主催しているのは、とよなかインキュ

ベーションセンター
（豊中市蛍池中町３）

で音楽教室を開いている「音楽サロン

くつろぎ」の代表、吉田寛子さん。
「非

日常的な空間でくつろいでほしい」とカ

フェの貸し切りを思いついた。家事を終

えた主婦や仕事帰りの会社員・ＯＬも通

えるようにと、時間は夜にした。尼崎市

内から通っている主婦の諸口教子さんは

「先生の教え方が熱心で丁寧なところが

気に入り、電車を乗り継いで来ています」

と楽しんでいる。吉田さんは「初心者で

も大歓迎です」と参加を呼び掛けている。
第２、４火曜日の午後６時半～８時

半。３カ月６回１２６００円。飲み物代

蛍池駅前のインキュベーションセンターでも、毎週
水曜、各週木曜にシニアのためのピアノ講座がある

自然で遊ぼう④ 冬に楽しむ温かい飲み物

祈祷所の壁に現れたお迎えギツネ（2012 年 1 月 10 日午後 0 時 20 分撮影）

３月３日に読者とゆく能勢街道５回 参加者募集

冬の森での楽しみの１つが、温かい飲

【木村太郎さん】アウトドアスクール自

マチゴトは読者のみなさんと旧能勢街

６３４６－８２５５平日の昼）、メール

み物。ポットにお気に入りの飲み物を入

遊塾代表。日本エコツーリズム協会主催

道を歩く「読者とゆく能勢街道」の５回

（info-toyonakaikeda@machigoto.jp）
で。

れて、ちょっとしたお菓子を持って森に

の「このガイドさんに会いたい１００

目を３月３日（土）に開き、参加者を募

住所、氏名、男女の別、生年月日、電話

出かけます。飲み物はそれぞれが好きな

人」の１人。子どもの自然体験や家族で

集します。雨天決行です。当日の模様は

番号が必要【定員】３０人で先着順（定

ものを持っていけばいいのですが、いく

楽しめるアウトドアイベントを北摂地域

後日、ウェブに掲載するため、写真と動

員後の方には、お断りの連絡をします

つかオススメの飲み物を紹介します。

でも実施。最近は五月山のナイトハイク

画の撮影もしますので、ご了承ください。

【注意事項】歩きやすい靴を着用。水か

① ホ ッ ト り ん ご ジ ュ ー ス。 必 ず

がお気に入り。多くの人が自然にふれあ

【日時】３月３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

１００％のりんごジュースで作ってくだ

い、楽しめる世界を目指し活動中。ホー

急豊中駅南改札口の外（２階）に集合

いてください【当日の緊急連絡用電話】

さいね。そのジュースによっても味が違

ムページ http://www.eggs-nature.net

【ルート】豊中駅―看景寺―麻田藩陣屋

います。甘さが増しておい

門跡―刀根山北会館前の石

しいですよ。

仏群―大阪大学の梅林―石

②ジャム紅茶。紅茶に好

橋駅（街道からそれた街歩

きなジャムを入れて作りま

きも楽しみます）
【距離と

す。甘味が足りない時は蜂

所要時間】約５キロ、約３

蜜などを足してください。

時間【案内人】
「能勢街道

③ ビ ワ の 葉 茶。 ビ ワ の

をゆく」執筆の梶川伸【参

葉っぱを洗って裏の毛を流

加費】資料代、レクリエー

し、細かく切ってお湯が半

ション保険料などを含め

分になるまで煮出します。

５ ０ ０ 円、 集 合 場 所 で 徴

このような薬草茶、五月山

収【 申 し 込 み 方 法 】 フ ァ

では何種類か作ることがで

きます。

木漏れ日の中でのんびりと過ごす幸せの時間。あなたは、どんな温かい
飲み物を持って出かけますか？

ク ス（ ０ ６ － ６ ３ ４ ６ －
８２５６）
、電話（０６－

０８０－２４５７－３６２５（梶川）

豊中市・刀根山北会館前に集められた石仏
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おとうさんへ

2月の催し物ピックアップ

１しゅうかんに、やすみがあんまりない

5（日）

とよなか雅楽倶楽部 第5回定期演奏会／すてっぷホール(エトレ豊中ビル5階)
14 時開演。豊中市内で活動する雅楽愛好会「とよなか雅楽倶楽部」の定期演奏会。小学生からシルバー
世代まで幅広いメンバーが、
管絃「武徳楽」
「胡飲酒破」舞楽「振鉾」
「胡蝶」
「還城楽」などを披露する。
入場無料。とよなか雅楽倶楽部 06-6853-1118。

1 1（土）

いつも、あさはやくかいしゃにいって、

よ。

しごとしてくれてありがとう。

かえってくるのが、おそいひがいっぱい

ほんとうは、
もっといっしょにいたいよ。

あるね。
すいようびは、はいしゃさんにいくから、

かなは

より

はやくかえってくるけど、
おふろにはいったらすぐにいってしまっ

大池小学校１年、冨田奏葉さん

大阪音楽大学Presents Daionコンサート 夕映えの海とともに ザ・カレッジ・オペラハウス合唱団 ～愛
と絆～／大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟10F、南港サンセットホール

て、

17 時～。海の見えるホールで、ザ・カレッジ・オペラハウス合唱団による歌声を楽しむ。事前申し
込み不要。入場無料。ATC 企画推進チーム 06-6615-5005。

わたしがねるのに、まにあわなかったね。

がり」第３回＝２０１１年度＝

また、おふろにはいってねるから、おそ

作品から）

（豊中「伝えよう！いのちのつな

くねるけど、

1 2（日）

つぎのひおきてねむくないのかな。

朗読カフェ発表会／おかまちあーとらんどＹＯＵ２
14 時～ 16 時。おかまちコミュニティカフェ kitto で２年間続いた朗読カフェの発表会。フリーアナ
ウンサーの叶桂子さんをコーディネーターに迎え、ピアノの間奏も入れながら個性的な朗読を楽し
める。入場無料。おかまちコミュニティカフェ kitto 06-6841-5120。

1 7（金）

おかまち町場のうんちく楽 第6回「国産材で作る家 日本の森林を育てる」／おかまちコミュニティカフェ

先生への「ありがとう」作文を募集
３月は卒業シーズンです。４月からは、

載します（ウェブにも掲載）
。

kitto

新しい学年も始まります。そこでマチゴ

19 時～ 21 時。さまざまなテーマを専門家を呼んで語り合うイベント。今回は「木の家づくり」を考
える株式会社 Line works 代表の沖中玲子さんと一緒に日本の森林と建築について語り合う。ワンプ
レート料理とドリンク付きで 2000 円。定員 15 人。カフェ kitto 06-6841-5120。

トは、学校でお世話になった先生への作

記して、〒５３０－８２５１

文を募集します。感謝に気持ちや思い出

北区梅田３－４－５

などを、マチゴトにお寄せください。文

ル

字数は最大４００字です。応募作文の中

toyonakaikeda@machigoto.jp）でも受け

から、マチゴト豊中・池田の３月号に掲

付けます。

1 8（土）

アゼリアピアノ試弾会リレーコンサート／池田市・市民文化会館アゼリアホール
10 時～ 17 時。事前申し込みした 60 人が「スタインウェイ D274」「ベーゼンドルファー 290」「ヤマ
ハ CF」など市民文化会館所有の世界的名器を聴き比べる。参加無料。池田市民文化会館 072-7618811。
自然学習講座「北摂の鳥」／豊中市・中央公民館講座室
14 時～ 16 時。講師は大阪南港野鳥園の石井正春園長。豊中市にやってきく冬鳥について学ぶ。定員
40 人。参加は無料。とよなか市民環境会議アジェンダ 21 事務局 06-6863-8792。

1 9（日）

すてっぷ

大阪市

毎日新聞ローカ

先生への作文係へ。メール（info-

（編集長・梶川伸）

「ピノキオ」招待券を６人にプレゼント
マチカネファミリーミュージカル「ピ
ノキオ～真実をもとめて～」の招待券
（１

女性の就労応援フェア／豊中市・エトレ豊中５階

住所、氏名、卒業（在籍）学校名を明

でお送りください。発表は招待券の発送
をもって代えさせていただきます。

人１８００円）を各公演２人ずつ、６人

10 時～ 16 時半。履歴書作成、パソコン、面接お役立ちメイクなど就労支援セミナーやワンポイント
レッスン。参加無料。2 月 12 日までに申し込みが必要。とよなか男女共同参画推進センターすてっ
ぷ 06-6844-9773。

に１枚ずつプレゼントします。

たのしい人形劇／池田市・五月山児童文化センター

時半からの３公演。場所は豊中市立アク

14 時半～ 15 時 20 分。兵庫県高等学校演劇研究会中央合同発表会で最優秀賞を受賞した雲雀丘学園
演劇部が「黒猫ミーシャの夢」を演じる。無料。五月山児童文化センター 072-752-6301。

ア文化ホール。

2 0（月）

番号、住所、氏名、年齢、電話番号、希

大阪音楽大学大学院1年 修士リサイタル 第一夜／豊中市庄内幸町1-1-8

レニアムホール

大阪音楽大学P号館 ミ

18 時～。音楽学研究室の修士生が「日本におけるフラメンコ受容の先駆者たち」や「伊福部昭」に
ついて話す。作曲研究室の修士生による新作初演も。第二夜（27 日）
・第三夜（28 日）ではピアノ
研究室の修士生がベートーベンやショパンを演奏。第四夜、第五夜は 3 月に開催される。入場無料（要
整理券）
。整理券は、ファクス（06-6334-2164）またはハガキに①氏名②郵便番号③住所④電話番号
⑤希望の公演日と演奏会名⑥枚数を明記のうえ申し込みを。電話（06-6334-2242）や HP でも受付可。
http://daion.ac.jp ▽〒 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

2 5（土）

３月３日１４時半と１８時、４日１４

はがきに「ピノキオ」と明記し、郵便
望の公演日時、職業と本紙の感想を記入
のうえ、〒５３０－８２５１
区梅田３－４－５

毎日新聞ローカルま

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜１０＞小山泰史さん
府道箕面池田線（桜通り）に小山泰史

しゃべり場／豊中・青年の家いぶき
14 時～ 16 時。生きづらさ（不登校やひきこもりなど）を抱えている子どもや若者、その家族のため
の居場所。
「同じ立場の人の話を聞いてみたい」という人は一度参加を。参加費 500 円。定員 15 名。ホッ
とリンク 06-6842-7129。

人間の子どもにな
るために、大切な
ものを探しにいく
ピノキオの冒険

大阪市北

さんの「すとん

ぼたん」がある。小山

の下か、別の場所か、真ん中のブロンズ

がそれをつなぐ鍵」と話す。
（進藤郁美）

さんはスウェーデンで制作する。南ス
コーネ地方の黒御影石が気に入ったから
だ。
「旅先で、大事に着ている服のボタ

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。

ンを落としてしまう。気に入った服にあ
うボタンを、旅の途中で一生懸命探して
いる。そんな気分でボタンを作る」と小

マチゴト川柳
題﹁受験﹂﹁走る﹂

◇秀句◇がんばれとぬくい夜食に母の愛︵浦みち子︶

◇佳句◇就活の足取り重く春はまだ︵岡田守啓︶

受験子の消灯のあと母眠る︵有田晴子︶

塾予備校親の懐痩せてゆく︵洲莉奈︶

◇入選◇園児よりママが緊張する受験︵中村和︶

我先に走って掴んだ福袋︵渡辺栄︶

三浪へ開き直った受験生︵辻部さと子︶

バーゲンへ目が血走って品定め︵鈴木光代︶

志望校君には無理だ絵馬の誤字︵佐々木綾子︶

雪道を走る右手に受験票︵高瀬哲司︶

今夜また走って飛び乗る終電車︵サマオール雄子︶

でごいち

サクラサク重ねた徹夜花が咲く︵吉川勇︶

走り終えＤ５１ずしり黒光り︵乾久子︶

偏差値で兄弟同士ライバル視︵江村淳三︶

ビリだけど一生懸命走ったね︵松崎令子︶

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﹁マチ

日︵必着︶︒１題２句まで投句可︒

マチゴト川柳の次回の題は﹁別れ﹂﹁鏡﹂です︒はがきに住所︑氏名︑電話番号を

記入し︑〒５３０ー８２５１

ゴト川柳係﹂へお送り下さい︒締め切りは２月
23

山さん。「そこの風景という服にあった
ボタン」はあちこちの国にあるそうだ。
池田のボタンは「半分しかありません。
人は無くした半分を探すでしょうか。地

桜 通 り に あ る 小 山 泰 史 さ ん の「 す と ん
（1995 年）

ぼたん」

の折込広告
一部２.５円

折込広告は、
から折り込みできます。
部数は１０００部から指定エリアに配布できます。
お問い合わせは、毎日新聞ローカルまで

☎06-6346-8255

