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世界１ハートのある動物園
五月山・アルパカの右目注目

池
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田市立五月山動物園の人気者、
アルパカのオークンの顔には

ハートマークがある。そうは見えな
い？ 右目を覆うようにシックなハー
トが、あると言ったらあるのだ！
「そう見えるかなという程度ですけ
どね」と笑うのは、動物園を管理する
五月山都市緑化植物園の瀬島幸三さん
だ。面積約３０００平方メートルの五
月山動物園は、これまで「日本１小さ
な動物園」という看板を掲げてきた。
しかし、福井県鯖江市の西山動物園が
約２５００平方メートルとわかり、そ
の看板を下ろすことになった。
どうしようかと考えていた２０１１
年秋、関西大学政策創造学部の学生か
ら、町の施設を使った町作りのシミュ
レーション素材として動物園を扱いた
いと打診があった。それには、動物た
ちを外に出し、もっと市民と触れあえ

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

るようにするといった具体的なイベン
ト像が描かれていた。
「私たちの目指
す動物園と一致した」と瀬島さん。な
らば、実際にイベントをやろうと話が
進んだ。オークンのハートマークをシ
ンボルに、新キャッチフレーズは「世
界１ハートのある動物園」に決まった。
２月１１日、池田駅前から動物園ま
でアルパカがパレードした。当初６０
人ほどだった参加者は、道行く人を巻
き込み１００人を超えた。動物園では
親子が互いに感謝を表して、プレゼン
トを贈り合った。政策創造学部２回生
の山内加菜さんは「たくさんの人が来
てくれてうれしい」と笑顔を見せた。
池田市の小南修身市長は、公約で五

パレードでオークン
と触れ合う参加者。
パレードでは瀬島さ
んが描いたアルパカ
のイラスト入り缶
バッジも配られた

月山動物園の増改築を掲げる。瀬島さ
んは「近所の公園に遊びに来る気軽さ
で足を運べる、ハートあふれる動物園
でありたい」と話した。 （礒野健一）

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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小南修身・池田市長「観光振興監を新設」
１７年ぶりに池田市は新しいリーダー

れを作りたい。
ダイハツの資料館『ヒュー

が誕生した。小南修身市長に抱負などを

モビリティワールド』にも協力を申し入

聞いた。

れている。４月人事で新たに市民生活部

（聞き手・進藤郁美）

長直結の『観光振興監』を置き、観光施
――力を入れる政策は？
「住宅の耐震改修工事の補助は、市民

の命と財産を守る手立てとして今までも

策の目玉にしたい」
――五月山動物園拡張も公約にありま
すが。

やってきたが、手厚くする。もうひとつ

「シンボルの五月山動物園は、任期中

は環境に対する負荷を軽減するため太陽

に敷地を広げて動物の見せ方を改善す

光利用と、これに対する補助金のパワー

る。初年度は『おとぎの国の動物園』を

アップもする」

テーマにしたデザインを描きたい」

――具体的には？
「１軒につき６０万円だった耐震工事

――障害者基本条例で実現させたいの
は何ですか。

補助額の上限を１００万円に上げる。市

「障害者の自立支援、並びに終の住処

内には２０ワットの蛍光灯を付けた街路

を考えなければならない。親なき後の障

灯が２５００機ある。半分を１０ワット

害を持つ子どもたちが共同生活を送るケ

のＬＥＤに変え、電気使用料を抑える。

アホームを整備することを条例の基本方

ダイハツ、スズキのエコカー（指定車種）

針に盛り込む。ケアホーム用地として市

購入者には軽自動車税の免除もする」

有地を民間に提供し、事業展開できるよ

――観光にも力を入れると聞きまし

うにしたい」
――ゴルフが好きだと聞きました。

た。
「朝から夕方まで池田で遊べるように

「３０歳のころに始めたゴルフが趣味。

したい。逸翁美術館、池田文庫、落語

市長就任以来、公務に追われる毎日で、

みゅーじあむ、呉服座、
インスタントラー

なかなか行けないのが残念」

メン発明記念館などを組み込んだ観光

コースを作り、駅前の商店街まで人の流

続 き は マ チ ゴ ト の ウ ェ ブ（http://
machigoto.jp/）で

抱負を語る小南修身・池田市長＝ 2012 年 2 月 14 日、池田市役所で

ハーブで暮らしを楽しむ⑬

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜１１＞岡本勝利さん
岡本勝利さんが１９９５年に作った

東日本大震災から１年。原発の事故以

クール Mrs. Lavender 代表。初心者向け

降、関西にいる私たちも食材選びに不安

の楽しい講座～資格取得の講座まで対

「石の華」が、府道箕面池田線（桜通り）

に思うことがありますが、過敏になるだ

応（完全予約制）http://mrs-lavender.

にある。岡本さんは「作品の中に相反す

けでなく、正しい知識を持って健康を

com/ ▽ info@mrs-lavender.com

る性質のものを同時に取り入れる」と話

の作品は東京都庁や長野県の美ケ原高原
美術館にもあるそうだ。

（進藤郁美）

す。「石の華」は設置場所の桜にちなみ、

守っていくことが大事だと思います。

柔らかい花と硬い石を混在させて１つの

放射能から食卓を守る方法のひとつと

形にしたという。

して、
ハーブの活用があります。例えば、

岡本さんは「一瞬のものでも、石に刻

ビタミンＣの豊富なローズヒップは細胞

のがん化を阻止し、含有成分であるペク

み込むと残る」と言い、「花には百花繚

チンは放射性核種を含む金属イオン類を

（りょう）乱と同時に、今にも壊れてい

吸着・排出させる効果があると言われま

くはかなさがある。風化していくはかな

す。また、ハイビスカスに含まれるカリ

さも併せて表現した」と話す。岡本さん

桜通りにある岡本勝利さんの「石の華」
（1995 年）

ウムは体内の放射性セシウムと置き換わ

機関紙から⑩ 正福寺だより２０１２年２月号

り、セシウムを体外に排出すると期待さ

れています。
原発事故の影響は長いスパンで立ち向

◆ナムちゃんの仏教語かいせつ「本願」

に共通する誓願（総願）と、各菩薩独自

かわなければならないともいわれます。

◆本願とは、字のごとく「本来の願い」

の誓願（別願）がありますが、要は一切

やっと１年、されど１年。ただいたずら

のこと。特に仏・菩薩（ぼさつ）の願い

衆生（しゅじょう）の救済がその誓願の

に怖がるのではなく、正しく食卓を守る

を指します。仏さまは、仏さまになる前

根本にあるお心です。そういう意味で誓

方法を知り対処することで、復興の一助

の菩薩のとき、私は「こういう仏になり

になればと願います。

ます」と誓いを立てられます。これを誓

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブ専門ス

ローズヒップ＆ハイビスカスは、ジャムにすると両
ハーブを丸ごと食べられオススメです

願といいます。誓願には、すべての菩薩

願は本願でもあります。
【正福寺】池田市石橋４－１５▽０７２
－７６２－０６１０

お問合わせ先

子育てサークル(22) 池田産婦人科ヨガ
寿美さんは「講師が看護師さんなので、

る池田産婦人科医院別館で毎週金曜日、

ちょっとした疑問や不安を聞いてもらえ

妊婦を対象としたヨガ教室が開かれてい

るのもいい」とニッコリ。

ト ー と し た 病 院 で 人 気 が あ っ た が、

やり過ごしました。ピーターほど成長し

【ピーターのいす】
ピーターに妹が生まれ、自分の使って

てなかったなあ。
（絵本を楽しむ会・Ｍ）

いた物が、全て妹のものになるようでい

１ １ 時 開 場。 ヨ ガ は １ １ 時 半 か ら。

池田産婦人科医院は自然分娩をモッ
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子どもと楽しみたい絵本 よちよち編⑰

阪急池田駅から徒歩５分のところにあ

る。参加費は１人５００円。

TEL：06-6346-8255

らだちます。でも、両親の愛情を感じ、

要 予 約。 連 絡 は 上 田 さ ん（ ０ ９ ０ －

ピーターは成長した姿を見せます。我が

７４８２－８６２７）。

家の長男は１歳３カ月でお兄ちゃんにな

（早川方子）

２０１１年８月に院長の池田篤さんが急

りました。つかまり立ちしかできない赤

逝、病院は閉鎖となった。しかし院内で

ちゃんなのに、やきもちをやき、ベビー

開いていたヨガ教室はいまも別館で続い

ベッドの柵の間から棒で妹をたたいた

ている。池田院長は生前から「病院を地

り、母乳を飲ませていると髪の毛をひっ

域の交流場に」と願っていたという。ヨ

ぱたりと、妹にとっては迷惑な兄貴。母

ガ教室はその遺志を継ぐ活動でもある。

乳の時間には、お兄ちゃんをおんぶして

「ピーターのいす」作：エズラ・ジャック・キーツ
木島始（偕成社）

訳：

ヨガを指導する看護師の上田康代さん

子どもと楽しみたい絵本 てくてく編⑦

は「緊張するといきむ力を発揮しにくい。

普段からリラックスする呼吸法を覚えて

お産に備えてほしい」と話している。参

加者の１人で３月初めに出産予定の村上

どの産院に通っていても参加自由。「ただし主治医
から事前に許可を」と上田さん（真ん中）

夫婦で楽しむＷの子育て⑰

◆トラブルこそパパの出番

【ろけっとこざる】

なんだかほっとした、やりきった満足感

末っ子は主人公ジョージの大ファン。

顔を見て、私もなんだか癒されました。

何でも興味を持って、行動するジョージ

おまけに、第１志望に合格。学科の名前

は息子にとってヒーローです。滑り止め

は「航空宇宙工学科」
。冗談ではありま

ことが大切。忙しいパパだと難しいかも

の大学受験に失敗して、残りの大学入試

せんよ。

子どもが保育園や幼稚園へ行くように

しれませんが、できるだけ行事などに参

も終わったその日、彼は疲れて、リビン

なると、お友だちとのトラブルも発生し

加しておけるといいですね。そしてママ

グのいすに腰掛けていました。第１志望

ます。場合によってはお友だちにケガを

は、知っている情報を意識してパパにも

は競争率が高く、滑り止めを落ちたこと

させてしまうようなこともあるかもしれ

共有しておきましょう。

で、合格なんて夢のまた夢。そんな彼に、

子どもが大きくなるにつれて、子育て

私は思わず、「絵本でも読もうか？」と

そんな時、「子どものことはお前に任

の悩みも変わってきます。でもそんな時

声をかけていました。我が家では、末っ

せているんだから、しっかりしてくれ

こそ、夫婦の関係が強くなるチャンス！

子が高校生になる前まで、読み聞かせを

よ！」と言うパパと、「それは大変やっ

ママは一人で抱え込まないで、パパをど

していたので、励ましになるかと思った

たな、相手の家に一緒に謝りに行こう」

んどん巻き込んで一緒に解決していける

のです。間髪いれず返ってきた言葉は
「こ

と言ってくれるパパ。どちらがいいです

といいですね。

んな日は、ろけっとこざる！」。そして、

ません。

か？

読み終わった時、彼の疲れていた顔が、

ママにとっては、いざという時に

頼れるパパがいれば、どれほど心強く感

じることでしょう。

（絵本を楽しむ会・Ｍ）

「ろけっとこざる」作：H・A・レイ
波書店）

訳：光吉夏弥（岩

【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住の

わが家の宝もの

ライター・コピーライター。３歳と０

一緒に考えてくれるパパになるために

歳の母。夫は平日の夫婦２人の弁当と、

は、普段から園でのお友だちの名前や先

休日の朝昼晩の食事をつくるイクメン。

生の名前、園での様子などを知っておく

http://ameblo.jp/mamawriter/

豊中ライオンズが手塚作品３８０冊を市に寄贈
豊中ライオンズクラブが２月２３日、

いっぱいの顔に変わっていました。その

「ろけっとこざる」は１番のお気に入り。

寄贈された作品は、４月中旬から市内

わが家の宝もの

お母さんと

剛太君は２

お姉ちゃんと

歳。お母さん

一緒に原っぱ

によると、剛

まで遊びに来

太君はお父さ

ていた竜丸

んにうり二つ

君。１歳です。

で、お父さん

寒くても外

をそのまま縮

豊中市出身の漫画家、手塚治虫さんの作

４か所の図書館（千里図書館、野畑図書

品３８０冊や代表作「鉄腕アトム」のア

館、高川図書館、庄内図書館）を巡回し、

で遊ぶのが大好きだという竜丸君、風邪

小コピーしたようなんですって。だとし

ニメＤＶＤなど約７７万円相当を豊中市

展示、貸し出しが行われる。

をひかずに春をむかえているかな？

に寄贈し、浅利敬一郎市長に目録を手渡

した。

手塚治虫文庫についての問い合わ
せ は、 岡 町 図 書 館 ０ ６ － ６ ８ ４ ３ －

豊中市では岡町図書館（岡町北３）に

こ

たら、ずいぶんカワイイお父さんなんで

んな笑顔を見たら、風邪のウイルスも意

すね。写真はお母さんにお顔をくすぐら

地悪できませんね。

れているところ。

４５５３。

開設している「手塚治虫文庫」の一部作

＝情報提供・豊中市（早川方子）

ｍｊｓ 子どものアクセサリー教室が人気

品を、２０１２年４月から市内４か所

の図書館で巡回開設を行う

ことが決まっており、豊中

豊中高校南側にあるアクセサリー

小学校１年の女の子４人が参加し、キラ

ライオンズクラブが手塚治

ショップ「ｍｊｓ」（豊中市上野西２）

キラ光るパールやガラスビーズを小さな

虫文庫の充実のために贈っ

で月に数回、子どもを対象とした手作り

指でつまんでは、真剣な面持ちでひとつ

た。

アクセサリー教室が開かれている。型は

ひとつ糸に通していた。

寄贈を受けた岡町図書館

決まっているが、色の組み合わせは自由

参加費は１人１５００～２０００円

は「手塚さんは豊中が生ん

に選べるため、
「自分だけのアクセサリー

（材料による）
。要予約。問い合わせは望

だ偉大な漫画家。寄贈いた

ができる」と小学生の女の子を中心に人

月さん（０８０－３１１４－１７８６）

だいた作品を加え、他の図

気が広がっている。

またはメール（mjs@ui.chu.jp）
、ネット

書館を巡回することで、さ

オーナーの望月さちこさんは４年前に

らにたくさんの人が手塚作

品に触れる機会になればう

れしい」と話している。

（http://mjs.chu.jp/）
から。
（早川方子）

豊中に引っ越してきた際、
自宅の玄関に６畳ほどのア

浅利市長からは感謝状が贈呈された

トリエ兼ショップを作っ
た。ピンクの壁にガラスの

写真や絵などをお送りください

シャンデリア、壁一面に並
べられた色とりどりのビー
ル（info-toyonakaikeda@

ズや石……。教室は小さい

らしい写真や、ユニークな街角のショッ

machigoto.jp）または郵送（〒５３０－

ながらも、女の子が夢見る

ト、子どもが書いた作文や絵などを募集

８２５１

ロマンチックな空間になっ

しています。応募いただいた写真や作品

毎日新聞ローカル

は、マチゴト紙面に掲載いたします。マ

お送りください。

マチゴトは、子どもやペットのかわい

チゴトに応募して、豊中・池田のたくさ

んの人に見てもらいませんか。

メ

ー

大阪市北区梅田３－４－５
マチゴト編集部）で

ている。
取材した日に作られてい

（マチゴト編集部）

たのは、リボン型のパール
のネックレスと指輪。上野

平日は 16 時から、土日は 10 時から始まることが多い。所要時間は約
2 時間。3 月は 9、12、21、22、27、28 日に開校

2012. 3.1 vol.36

お問合わせ先

阪大の先生⑤ スワヒリ語専攻のかしまし３人娘
大阪大学外国語学部スワヒリ語専攻に

ダーが無いに等しい」という小森さんの

TEL：06-6346-8255
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センバツ出場の履正社「守りで流れを作る」
第８４回選抜高等学校野球大会（毎日

に気をつけて、
きっちり打ち取っていく」

は、
「かしまし娘」がいる。小森淳子准

言葉に２人もうなずく。お金はもちろん、

新聞社、日本高校野球連盟主催）に２年

教授、竹村景子准教授、米田信子教授の

帽子や電子機器など、目に付いたものに

連続４回目の出場を決めた履正社（豊中

去年のチームは強力打線を誇った華や

３人だ。雪の舞う箕面キャンパスでの取

「これくれ、それくれ」と言ってくる。

市長興寺南４）の野球部練習グラウンド

かなチームだった。今年のチームは堅実

材は、３人に会ったとたん、アフリカの

「とてもお世話になって大親友と思って

は、茨木市東福井３の高台にある。高台

な守りをモットーとしている。主将の小

ような明るく暑い雰囲気に包まれた。

と頼もしい。

いたのに、いきなりお金のことを言われ

のふもとまで聞こえるほど、選手たちの

保根誠君も「センバツでは守りで流れを

スワヒリ語は、アフリカ東海岸の国々

てショックを受けたりもした。でも、無

声は大きい。記者がグラウンドに入ると、

作っていきたい」と話す。実際、秋の大

で使われている言語で、タンザニア、ケ

理とわかれば『そうなんだ』と流してお

すぐに選手が帽子を取って「ちわっす！」

会では１０試合で５エラーという好成績

ニア、
ウガンダでは公用語となっている。

しまい。逆にこっちが『それ欲しい』と

と、あいさつをしてきた。

だった。それでも、岡田龍生監督は厳し

小森さん、竹村さんが学生だった８０年

言ったら、
大事な物でも『いいよ』と譲る。

代は、日本ではまだアフリカ文化をしっ

道で人とぶつかって謝ると、『ぶつかっ

３時半に専用バスに乗り、午後４時過ぎ

かり学べる環境はなかったという。
「内

たくらいで怒る人間に見えるのか！』と

にグラウンドに到着。帰りのバスが出る

岡田監督が理想とするチームは、
「選

戦、飢餓、サバンナの動物といった、ス

怒られたり、本当に価値観が違う」

テレオタイプなイメージばかり。現地語

の研究者もほとんどいなかった」と竹村

選手は平日、授業が終わった後の午後

い。「秋大会はできすぎです。ウチはま
だまだ。特に人間ができていない」

午後８時半まで練習する。土曜日は午後

手の１人ひとりが周りに目配り気配りで

それでも、はまると抜け出せない魅力

１時から、日曜日は午前９時には練習を

きること」だという。監督からすると、

がアフリカにはある、と口をそろえる。

始める。それでも部長の松平一彦教諭に

選手が自分のことで精一杯で、全体のこ

さん。小森さんは「だから今も変な伝統

「笑ったり怒ったりガッカリしたりうれ

よると「寮のある学校に比べたら、練習

とを考えられないのが歯がゆいようだ。

や派閥みたいなのがない。講師の女性率

しかったり、感情の振り幅がとにかく極

時間は決して多い方ではない」という。

監督の口癖は「自分から野球を引いてゼ

が高いのも、その影響かな」と話す。

端。目まぐるしく変わる気持ちに疲れ

部員は１年生１８人、２年生１７人の

ロになってはいけない」。野球ができる

米田さんは英文学科を卒業後、社会人

ちゃうんだけど、それが楽しい」

計３５人。２０１１年のセンバツで４強

期間は人生の中で限られているからと、

を経て再入学した。
「アフリカの音楽や

日本人のアフリカ観はステレオタイプ

入りしたメンバーのほとんどは残ってい

部員の学力にも厳しい。グラウンド横の

絵画にひかれた」という。
「私の方が年

のまま、偏見も残る。
「サッカーＷ杯の

ない。エースは池田市・渋谷中学出身で

部室小屋の壁には「球道即人道」の文字

下やけど、先生になるねん」と竹下さん

カメルーンなどでブームにはなるが、深

１年生の東範幸投手。優しげな風貌の、

が掲げてあった。目先の勝利ではなく、

が言い、「仲いいでしょう」と笑い合う。

い理解にはつながらない。スワヒリ語専

おっとりとした感じに見えるが、性格を

野球を通じてもっと大きなことを学んで

３人ともアフリカは頻繁に訪れるが、

ほしいという監督の思いだろうか。

攻には毎年１８人の学生が入る。彼らと

一言でいうと？の質問に「負けず嫌い」

初めは価値観の違いに戸惑うばかりだっ

文化を伝える努力をしていかなければ」。

と即答した。「僕の球は特にスピードが

た。
「人に何かをもらうという行為のボー

それが３人の強い思いだ。 （礒野健一）

あるわけでもない。でも、コントロール

右から小森淳子さん、米田信子さん、竹村景子さん。写真撮影を頼むとアフリカ民族衣装を身にまとい、民族
楽器を手に戻ってきた。
「どんなポーズでいこ？」
「衣装は下もはく？」
「楽器の位置は大丈夫？」とにぎやか

ながら、２時間余りで１人１５貫ほどを

北摂の魅力再発見 女性３人２０日にイベント
豊中市新千里東町１の千里朝日阪急ビ

を感じ、豊中市、池田市などから約５０

ルＡ＆Ｈホールで３月２０日、豊中市在

店舗が出店してくれることになった。ヒ

た。五月丘小学校児童の父親によるコ

自分で握ったすしを食べた児童たち

住の女性３人が企画した「ＨＡＰＰＹ＆

ロコーヒー、ビストロ疋田、ア・ビアン

ミュニティ「五月おやじの会」が、サバ

は、
「ちゃんとすしになってた」「家でも

ＳＭＩＬＥフェアｉｎ千里中央（はぴす

ト、手作りドーナツｗａｃｃａなどの飲

ずし専門店「鯖や」
（豊中市庄内東町）

やってみたい」と満足げな表情。握り方

ま２０１２）」が開かれる。

食店が自慢の味を販売するほか、
アロマ、

の右田高有佑（こうすけ）さんの協力を

指導を手伝った居酒屋樂八（豊中市稲津

上田雅代さん、小南貴子さん、武田珠

得て開いたもので、会場の家庭科室に親

町）の北森勝司社長は、「子どもたちの

佳さんが「生まれ育った北摂をもっと盛

子ら約８０人が集まった。

楽しそうな顔を見ると、こっちもうれし

り上げたい」と企画した。３人の出会い

くなる」と話していた。

は２０１１年５月。上田さんが中心に

児童を対象にしたすし握り教室が行われ

右田さんが約１メートルの大きなブ

握った。

（早川方子）

数人のスター選手が引っ張るのではなく、みんなで力を合わせて勝ち上がっていく履正社野球部。小保根主将
「甲子園では緊張を楽しみに変えてプレーしたい」

こんなに簡単！ 五月丘小学校ですし握り教室
池田市立五月丘小学校で１月２８日、

センバツは３月２１日に開幕する。

（礒野健一）

リをさばくと、児童からは

なって開いた東日本大震災

「すごい！」
「かっこいい！」

チャリティーイベントだっ

などの声があがり、父親た

た。
「北摂が好き」という

ちも豪快で見事な腕前に見

３人の思いは強く結び付

入っていた。

き、８月には活動するチー

その後、握りずし、軍艦

ム「北摂ファイン」を結成

巻き、手巻きずし、手まり

した。３人は「個々の点が

ずしの握り方を教えても

つながって１本の線になっ

らった児童は、さばいたブ

た。それが北摂ファイン。

リのほか、サーモンやイク

お金もコネもないけど、思

ラ、エビなどのネタを手に

いの強さは負けません」と

小さなすし職人に変身。最

後は父親たちに教えてあげ

右田さんが教える手まりずしの作り方を、真剣な表情で見つめる児童た
ち

笑う。
準備を進める３人の熱意

カラーセラピー、ボディージュエリーな
どの体験コーナーもある。
３人は「人のつながりの大切さを発信
したい」と話している。

（進藤郁美）

午前 10 時半～午後 5 時半。入場無料。北摂ファイン 090 － 1223 －
3344。イベントを PR する（左から）小南さん、上田さん、武田さん

お問合わせ先

「雨の日こそ役立つ機関」日本政策金融公庫

TEL：06-6346-8255
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自然で遊ぼう⑤ バードウォッチングなら春ですよ

日本政策金融公庫は、国民生活金融公

豊中商工会議所で第２、４水曜日午後

鳥の声はするんだけど、どこにいるの

庫など４つの機関が統合され、２００８

１～４時、豊中市役所で第２、４水曜日

かわからない。実は鳥は住んでいるとこ

これをメモして帰れば、あなたも簡単

年に発足した政府系金融機関で、中小

１０時～正午、池田商工会議所で第２

ろが色々。例えば「ホーホケキョ」で有

にバードウォッチングが楽しめますよ。

企業や個人事業主への融資、教育ロー

木曜日１０時～正午に、事業主を対象

名なウグイスはササやぶに巣を作りま

【木村太郎】株式会社ＥＧＧＳ代表。さ

ンなどを扱っている。豊中・池田エリア

に十三支店担当者による金融相談窓口

す。そして鳴くのもササやぶの中。本来

つきやま森の幼稚園園長。池田市在住。

は十三支店の課長代理３人が担当してい

が開かれている。要予約。問い合わせ

なら地面から２メートル以上の場所には

五月山での様々な自然体験などを提供。

る。

は、日本政策金融公庫十三支店（０６－

余りいないのですが、耳の錯覚で高いと

子どもも大人も自然にもっと触れてもら

６３０５－１６３１）へ。

ころにいるように感じてしまうのです。

いたいと活動中。

「世間では、雨が降った時（景気が厳

（早川方子）

しい時）はお金が借り難いともいわれま

見付けるためには、鳥の生活を知ってい

すが、雨の日こそ役立つ機

るといいんです。

関でありたい」と話すのは、

では、見付けてからはど

豊中北部担当の石崎勇輝さ

うでしょう？

ん。融資先は飲食店や医療

うとすると、どうしても忘

機関、フリーカメラマンな

れてしまいます。そこで次

ど幅広い。事業計画の相談、

の３つを覚えておくと、家

売り上げの立て方などの相

に帰ってから調べることが

談にものる。豊中南部を担

できます。

当する丸尾淳さんは「大阪

①鳥の大きさ。カラス・ハ

は損得感情だけでなく、情

ト・スズメのどれに近いか。

を大切にする人が多い。そ

②見つけた高さ。木の上・

の気持ちにお応えできれば

うれしい」と語る。

③色。頭の上・お腹・背中。

（左から）豊中南部担当の丸尾淳さん、池田担当の小山幹雄さん、豊中
北部担当の石崎勇輝さん。3 人とも外回りはいつも自転車

83.7ＭＨｚ ＦＭ千里の声⑯ 横地陽笑(はるえ)さん

◆「青ちゃんのサタデーパーク」
（土曜

る遊びはと尋ねると、「缶けりかな」と

日１０時～１３時）でキッズリポーター

意外な答えが返ってきた。

色々覚えよ

木の中・木の下の方・やぶ・
地面。

身近な生き物たち⑪ 特定外来生物・ヌートリア
ヌートリアという動物をご存知だろう

合わせがあった際に、捕獲許可ととも

か。体長約６０センチ、体重は大きいも

に、おりの貸し出しをしただけで、「現

「ゆっくり話しているつもりでも、い

ので９キロほどになるネズミの仲間だ。

状では行政が積極的に捕獲をすることは

子どもの現場リポーター「キッズのこ

つの間にか早口になっていることが反省

水辺に住み、後ろ足には水かきが付いて

ない」という。逆に「あの変な生き物は

りん隊」の１人。小学２年生の春から、

点。皆が知りたいことを、しっかり伝え

おり、泳ぎが得意だ。野生種は南アメリ

何？」という、どちらかと言えば好意的

かれこれ３年のキャリアを持つ。落ち着

ていきたいです」
。やはりプロだ。（礒野

カにいたが、毛皮を取るため世界各国で

な問い合わせが多い。

いた話しぶりと豊かな表現力は、とても

健一）＝コミュニティＦＭ千里木曜日午

飼育されるようになった。日本でも戦前

池田・人と自然の会の今城香代子さん

小学４年生とは思えない。

前１１時から、マチゴトの記事を紹介す

に軍の防寒服を作るため飼育されていた

は「水鳥の観察の際によく見かける。野

る番組「まるごと・マチゴト」を放送中

が、戦後に需要が激減。飼育されていた

生動物なので、かまれたり、引っかかれ

個体が野に放たれて野生化した。

たりするのは危険」と話す。

を担当

「ラジオの現地リポートは、言葉だけ

で今ある状況を説明しない

といけないので、時間ギリ

豊中市、池田市周辺では、猪名川、余

ギリまで原稿のチェックを

野川、千里川などで見ることができる。

や夕方がよい。伊丹市の昆陽（こや）池

しています」と、準備の大

昔、伊丹市に毛皮工場があったため、そ

公園では、水鳥のえさを食べに来るため

切さを説く顔はプロのもの

の子孫ではないかと考えられている。と

日中でも頻繁に見られる。 （礒野健一）

だ。

ぼけた表情で、のっそり動

ＡＫＢ４８の大ファン

く姿は、何かと忙しい現代

で、歌もダンスもコピーし

において癒しも与えてくれ

て踊れるという。「学校で

るが、一方で生態系に悪影

やる劇では主役もする。目

響を及ぼしたり、農作物に

立ちたがりなので、アイド

被害を与えたりすることも

ルにはあこがれます」とは

にかむ。学校ではやってい

豊中・池田の好きな場所は「マンションが並ぶ千里の街。五月山の眺め
も好き」

観察する場合は、夜行性なので明け方

あり、環境省の特定外来生
物に指定されている。
豊中市環境政策室による

阪急ものしり帳⑤ 信号機

と、今のところ市内では生
態系への影響はないとい

電車が駅を出発する際、運転士が「出

速」で、時速６５キロ以下での走行を指

う。農作物の被害について

発進行」と声を出す。端的に言えば出発

示している。計５つの表示に分かれてい

も、最近数年で２件の問い

の確認のためだが、正確に言えば「出発

るが、速度の細かい調整で列車を効率的

信号が進行の表示」という意味だ。

に運行するためだという。

（梶川伸）

阪急電鉄広報部によると、信号機の基

池田市神田の猪名川で撮影されたヌートリア（池田・人と自然の会、下
山孝さん撮影）

空港のバス乗り場で心臓マッサージ ３人に感謝

本は光を出すレンズが縦に並び、上から

豊中市北消防署は２月２５日、大阪空

青、黄、赤となっている。このパターン

港で警備業務に従事する空港施設管理会

走った後、
急性心筋こうそくで突然倒れ、

を「３現示」と呼ぶ。青は、目の前の信

社の舩本源次郎さん（２４）
、田中敏彦

心肺停止の状態になった。３人が駆けつ

号機と次の信号機までの区間に進行して

さん（５８）、平賀之博さん（４７）の

け、救急車がくるまで連携して心臓マッ

いっても良い、という表示だ。
だから、
「出

３人に、人命救助に協力したとして感謝

サージを行った。男性は一命を取りとめ

発進行」という声になる。

状を贈った。

て、２月７日に社会復帰した。＝情報提

黄は「注意」の意味で、時速４５キロ

１ 月 １ ２ 日、 空 港 の バ ス 乗 り 場 で、

５０代の男性がふらつきながら小走りで

供・豊中市

（梶川伸）

以下で次の区間に入っても良い。もし、

電気自動車用の充電器を設置 池田市役所

出発信号機に黄が点灯していれば、
「出

発注意」の声になる。赤だと次の信号機

までの間に入ってはいけない。３現示以

電気自動車の普及を進めようと池田市

間は午前９時～午後５時（充電開始は午

外に、黄が２つの４現示信号機もある。

は２月２２日、電気自動車を無料で充電

後４時まで）で、利用者は環境にやさ

豊中駅には、ホームに入ってくる電車

できるサービスを開始した。市役所駐車

しい課へ予約が必要。同課の室麻由子

のための信号機の中に、５現示のものが

場に設置した充電器は１時間の充電で電

さんは「今後、普及が進み、市内外問

ある。上から黄、黄、赤、黄、青と並ぶ。

気自動車が約２０キロ走行することがで

わず多くの方に利用してほしい」と話

黄２つ点灯は「警戒」の意味で、時速

き、７～８時間で１００％の充電が可能

す。環境にやさしい課０７２－７５４－

という。設置費用は約６２万円。利用時

６２４２。
＝情報提供・池田市
（進藤郁美）

２５キロ以下を示す。
黄と青の点灯は
「減

黄と青の点灯は時速 65 キロ以下の「減速」

2012. 3.1 vol.36

お問合わせ先

妻の明るさが支えた１７年 天舞
阪急豊中駅の東側、国道１７６号沿

いのビルの２階に天ぷらの「天舞（て

んまい）
」がある。店主の小柳進さんが

１９９５年１０月にオープンさせた。

TEL：06-6346-8255

8

編集長のズボラ料理(25)豆腐とフキノトウ混ぜ焼き

麦粉を混ぜて衣を作る、鍋に１度にたく
さん入れないことだと教えてくれた。
店には夫妻が財産だと言う色紙があ

奈良県天川村出身の友人がいる。彼の

うするか？

例会で意見が一致した。退

案内で、天川村に山菜摘みに出かけたこ

職金からわずかばかりを持ち寄り、その

とがある。

金で何かしよう、ということだった。

る。
「リチウム電池を発明した福田雅太

ヤマウドには感激した。彼はヤマウド

出資はした。
みんな奈良が好きだから、

小柳さんは１８歳で初めて包丁を持っ

郎さん（豊中市在住）が毎年、店の誕生

を土から引き抜いた。茎は土でよごれて

名前も決まった。
「奈良御用達承り所」
。

てから、日本料理一筋。４５歳の時によ

日に手描きの色紙をプレゼントしてくれ

いた。それを近くのせせらぎで洗った。

看板も作った。

うやく自分の店が持てたと話す。黙々と

る」と、うれしそうだった。

その時の驚きを、建物のリフォーム番組

大事なことが決まらない。
何をするか、

天ぷらを揚げる進さんの横で、妻の明生

天ぷらミニコースはエビ２匹、魚、野

（あけみ）さんがカウンター越しに接客

菜７種類の天ぷらに、小鉢、ご飯、みそ

「何ということでしょう。汚れたヤマ

天川村で民宿のまねごとをしよう、とい

する。進さんは「店が１７年続いたのは

汁、デザートが付いて１２６０円。天ぷ

ウドは、真っ白く変身したのです。せせ

う意見に傾いた。しかし、天川村に実際

妻の明るさのおかげ」と照れ臭さそうに

らには抹茶塩と天つゆが付いてくる。天

らぎには、ヤマメが泳いでいるではあり

に行ってみて、
「誰も来んで」の声が圧

話す。開店時、明生さんは子育て中の主

ぷらと刺身がセットになった天舞定食

ませんか。口に運んでかんでみると、メ

倒的で、断念した。

婦だった。明生さんは「最初の５年間は

８４０円も人気がある。夜は天ぷらコー

ンソレータムかタイガーバームのような

記憶がないぐらい大変だった。子どもは

ス（３０００円～）や季節の一品料理な

強い香りがするのです。」

小さいし、お酒の入れ方もわからなかっ

どがある。

た」と振り返る。
「今はお客さんと話す

のが何より楽しい」と笑顔を見せる。
衣が薄く、からっと揚がった天ぷらの

極意は、「油を手の内に入れること」と

進さん。油をよく知るということだろう。

（進藤郁美）

天舞

ホテルアイボリー
近畿
大阪銀行

ボーゼム
豊中
第一ビル

阪
急
宝
塚
線

豊中
阪急ビル

「火力、入れるタイミングなどが合わな

いと、油も腹を立てる。油の機嫌は鍋の

豊中駅

洗い方でも違ってくる」と話す。
家庭でうまく揚げるコツを聞くと、温

度は１６５～１７５度、あらかじめ卵を

溶いて水と混ぜておき、揚げる直前に小

Ｎ

三井
住友
銀行

エトレ
とよなか

阪急豊中駅東側

【天舞】豊中市本町 1 － 10 － 6、村松ビル 2 階▽ 11 時半～ 14 時、17 時～ 23 時▽木曜定休▽ 06 － 6846
－ 1008

つまみ食い① らーめん村 豆乳わらび餅
洋食一筋だった太田昭弘さんは、３０

年ほど前に食べた豚骨ラーメンに感激し

た。修行をしてラーメン店を出したのが

挑戦した。
「ほかの店にないもの」と考え、
行きついたのが豆乳わらび餅だった。

「ビフォー

アフター」風に書いてみる。

だ。一時は、友人の料理の腕を頼りに、

例会は延々と続いている。議題はいつ
も、
「何をするか」だ。そのうち、
「何を

その夜は、バンガローに泊まった。夕

するか」は集まる口実になり下がった。

食は山菜パーティー。タラの芽の天ぷら

そして間もなく５年になる。何をしよう

があった。ほかにも山菜の天ぷらがいく

かなあ。みんなと酒でも飲んで考えると

つもあったが、当然のことながら食べる

するか。
そうして例会が待ち遠しくなる。

ことと飲むことに集中し、名前はすぐに

今回はフキノトウを使う。豆腐１丁を

忘れてしまった。友人の母親は、イタド

水切りしてつぶす。フキノトウ１パック

リの炒め煮、大豆をつぶしてコンニャク

の半分は生のまま、残りはさっとゆでて

とあえたものを用意してくれていた。

から刻んで混ぜ、ユズの皮の細切りも入

天川村に泊まったメンバーは毎月、奈

れる。卵白、カタクリ粉、塩を入れて混

良の居酒屋で例会を開く。僕も含め、そ

ぜ、円盤状にしてフライパンで焼く。大

のうちの３人は同い年である。だから、

根おろしで食べる。苦みを味わいながら

ほぼ同時期に定年を迎えた。定年後をど

考える。さて、何をしようか。
（梶川伸）

豆腐の円盤に味付けをしても良いが、フキノトウは苦味が命なので薄味がお勧め

北摂麺大使③ 豊中市・みつか坊主
蛍池のみそラーメン専門店「みつか坊
主」へ行ってきた。頂いたのはみそラー

加えて働く僕らが楽しめば、
お客さんも、
蛍池の街も盛り上がる」と話す。

豆乳、わらび餅の粉、砂糖だけを使う

メンでは珍しく極細麺を使う「白みそ

最近の限定メニューは、弟子の林隆臣

シンプルな食べ物だが、練り方が難しい

らーめん」
（７５０円）。齊藤光典さん
（写

さんの担当だ。「しっかり学んで、いつ

ラーメン一筋だったが、２０１１年に

という。試行錯誤を重ね、柔らかめのプ

真右）は「オープン前の試行錯誤の中、

か独立したら大阪１のラーメン屋にな

カフェの時間帯を設け、和のスイーツに

リプリへと進化した。きな粉と黒みつで

スープと麺がガチッとはまり、素直に
『う

る！」。力強く語る林さんを温かく見守

食べる。店でも出すが、テイクアウトが

まい！』と口に出たうちの原点」と話す。

る齊藤さんの眼差しに、店の真髄を感じ

多い。２００円と手ごろな値段も受けて

みそ玉が並ぶカウンター席で完成を待

る。店は２月に改装し、席数も増えた。

いる。
「１日４０～５０個作るのが限度。

つ。甘い香りが漂う白みそのスープは、

みそ伝説の第２章が始まる。
（礒野健一）

時間がかかり、もうからないが、来店の

飲むと体も心もホッと温ま

きっかけに」と、太田さん。 （梶川伸）

る。
「みそは地方ごとに個

１０年前だった。

店で食べる豆乳わ
ら び 餅。13 時 半
～ 17 時 は 和（ な
ごみ）茶屋として
営業

性 が あ る だ け で な く、 そ
れぞれの家庭の思い出が詰
まった奥深い食材。だから
面白い」と齊藤さん。やわ
らかなチャーシュー、黄身
まで味が染みた煮玉子、串
に刺さった鶏つくねなど、
トッピングも多彩だ。

【浪花とんこつ・らーめん村】豊中市
中桜塚 3 － 5 － 30（豊中市役所すぐ
東）▽ 11 時半～ 22 時▽ 06-68509728

蛍池で生まれ育った齊藤
さんは、
「おいしいものを
出すのは当たり前。それに

【みつか坊主】豊中市蛍池北町 3-3-13 ▽ 06-6850-3532 ▽平日 18 時
半～午前 1 時半 ( 土曜は 12 ～ 15 時も )､ 日祝 12 ～ 21 時▽月曜定休

お問合わせ先

まちなみ探訪③ 末広町の「新屋敷住宅」

TEL：06-6346-8255
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桜塚街道をゆく 豊中市中桜塚～利倉

豊中市末広町１丁目から３丁目にかけ

からだろうか、新しい建物の中に、長い

桜塚街道は豊中市中桜塚を起点に、豊

ている人に出会わない。親切に教えても

て、古い屋敷が残っている。１０年前に

間培われた住民のこだわりが見えてき

中市原田元町、利倉を経由して猪名川を

らって、道順をたどっていくと、北城に

訪ねた時は朽ちかけた屋敷や空き地が目

た。おしゃれな外壁の仕上げ、手の込ん

越え、尼崎市に入る。原田道、尼街道と

戻った時点で、探すのをあきらめた。

立ち、新しいマンションや家が建ち始め

だ窓の造り。素敵なエントランスなど。

も呼ばれ、一部に古い家並みも残る。

ていた。その後を訪ねてみた。

かつての大正時代モダニズムの息吹が復

街道の道筋を推測しながら行くと、原

阪急岡町駅の東にある原田神社から歩

田元町２で、２０体ほど集まった石の地

いた。間もなく阪急電車の西側に出て、

蔵群に出会った。「寄（よせ）地蔵」と

け、阪急土地経営部と地元の有力者が分

一時代を終えた時、町並みは急成長す

住宅街に入る。とたんに道が分からなく

言われているようだ。道をはさんで反対

譲した「新屋敷住宅」だ。碁盤目に整地

る。新しい時代を迎える為には郷愁は邪

なる。通りがかりの人に、桜塚街道の名

側に住む大石みゑ子さんに話を聞いた。

された大きな敷地の中を、幅広い道路が

魔者かもしれない。あと５年もしたら町

を出して聞いてみるが、知っている人に

「随分前に、水害で流れてきたものを集

東西に走る。６メートル道路の両端に２

並みの全貌が現れてくるだろう。その時、

は出会わなかった。その代わり、
「この

めたらしい。その後も、持ってくる人が

再度訪れたいものだ。

あたりは家を建てようとすると、土器や

あって増えた」。地蔵は赤い前掛けをし

焼き物がたくさん出る」と話す人がいて、

ていた。みゑ子さんが作って着せたのだ

住宅開発が盛んだったことがわかる。

という。寄地蔵の周りに、パンジーとス

このあたりは明治末期から大正にか

メートルの緩衝地が設けられ、そこに住

民が庭先のように植え込みやアプローチ

を作り、町の美観を形成している。
ほとんどの屋敷には立派な数寄屋門が

個性豊かに備わっている。洋館には布目

活しているかのような熱さを感じた。

【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://grandmahomes.com/town/

原田城跡に寄る。現在は「原田しろあ
と館」として活用されている。説明板に

イセンの花が咲いていた。夫哲三さんの
心遣いだった。

窯変タイル張りの門柱など、１０年前に

よると、室町時代に書かれた足利季世記

阪神高速道路の下をくぐり、さらに南

見た懐かしい風景が蘇（よみがえ）った。

に、天文１０（１５４１）年、細川晴元

西へ歩く。大阪空港に下りる飛行機が低

空き地や朽ちかけた屋敷がなくなり、

の家臣、木沢長政が原田城を攻めたとい

空を飛ぶ。豊中市がホタルを養殖してい

平成の建物が建ち並ぶ風景は現代の繁栄

う記述があるという。つまり、その時期

る蛍ドームの前を過ぎる。空港環境整備

を物語っているが、昔の面影を失ってい

にはすでに城はあったということだ。

協会からの助成金を受けていると、説明

た。そんな中にあって、数少ない屋敷は

しろあと館があるのは主城の北城で、

にあった。大阪植物取引所、春日神社を

輝きを保ち、平成建築の中に点在するコ

東西１６０メートル、南北３２０メート

眺め、猪名川の利倉橋まで行って、桜塚

ントラストが新しい建築のあり方を暗示

ルの規模だったらしい。南東３００メー

街道歩きを終わりにした。川の本流から

しているかのようだ。競争しているよう

トルの場所に、とりでとしての南城あっ

分かれた水が橋の下でせき止められてい

にも見え、内包しているようにも見える。

た、と説明板に記載されていた。南城跡

る。池のような場所で、のんびりと釣り

にも寄ってみたい。ところが、場所を知っ

糸を垂らしている人がいた。 （梶川伸）

しばらく歩いてみると目が慣れて来た

新しい住宅にも、外観のデザインやタイルの使い方
などに個性が現れている

数寄屋門は数寄屋造りのように自由な造りの冠門で、住まう方の趣向を反映した、門にふさわしい表情を見せ
てくれる。写真は築 80 年の数寄屋門。わびさびの風雅なたたずまいが、少しほほ笑んでいるようにも見える

「読者とゆく能勢街道」第４回に２５人参加

花に囲まれて、赤い前掛けの地蔵が身を寄せ合っている

４月１日に読者とゆく能勢街道６回 参加者募集

マチゴト豊中・池田は２月４日、第４

の裏側、乗降客の様子を見るカメラな

マチゴトは旧能勢街道を歩くイベント

の昼）
、 メ ー ル（info-toyonakaikeda@

回「読者とゆく能勢街道」を実施した。

ど、普段は見られない裏舞台に、参加メ

「読者とゆく能勢街道」の６回目を４月

machigoto.jp）で。住所、氏名、男女の

参加者は２５人で、
マチゴト川柳の選者、

ンバーはしきりと感心していた。

田中螢柳さんと「まちなみ探訪」の筆者、

１日（日）に開き、参加者を募集します。

別、生年月日、電話番号が必要【定員】

豊中駅のあたりから、能勢街道は新旧

雨天決行です。当日の模様は後日、ウェ

３５人で先着順（定員後の方には、お断

２ルートに分かれ、この回は西側の新道

ブに掲載するため、写真と動画の撮影も

りの連絡をします）【注意事項】歩きや

阪急岡町駅に集合し、
「読者とゆく能

を歩いた。高校野球発祥の地、豊中運動

しますので、ご了承ください。

すい靴を着用。水かお茶を持参。集合前

勢街道」を執筆した梶川伸の案内で、阪

場記念パークでは、第１回大会の始球式

【日時】４月１日（日）午前９時半、阪

にトイレに行っておいてください【当日

急蛍池駅まで歩いた。岡町駅前の商店

のレリーフの前で、センバツに出る豊中

急石橋駅宝塚線の改札口の外に集合

の緊急連絡用電話】０８０－２４５７－

街では、江戸時代から続く店「土手嘉」

市の履正社の話に花が咲いた。（梶川伸） 【ルート】石橋駅―二子塚古墳―水月公

水原哲二さんも加わった。

へ寄り、店主の畑宏年さん

園―尊鉢厄神―五社神社―

の話を聞いた。初代は嘉助

池田駅（街道からそれた街

という名で、周囲に土手が

歩きも楽しみます）
【距離

あったので「土手嘉」とい

と所要時間】約５キロ、約

う屋号になったそうだ。

３時間【案内人】
「能勢街

一行は旧豊中高等女学校

道をゆく」執筆の梶川伸

（現桜塚高校）まで足を伸

【参加費】資料代、レクリ

ばし、桜の花びらの透かし

エーション保険料などを含

穴がある当時のレンガ塀を

め５００円、集合場所で徴

見学した。阪急豊中駅では、

収【 申 し 込 み 方 法 】 フ ァ

松崎昭治・統括駅長らが参

ク ス（ ０ ６ － ６ ３ ４ ６ －

加者を３班に分けて、駅の

中を案内した。自動券売機

豊中運動場記念パークでは、田中螢柳さんが、街道歩きの途中で作った
川柳を披露した

８２５６）
、電話（０６－
６３４６－８２５５平日

二子塚古墳の石室

３６２５（梶川）

2012. 3.1 vol.36

お問合わせ先

ゆったり日帰りなどプラン豊富 温泉宿「不死王閣」

TEL：06-6346-8255
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創意工夫の心育む ROBOTSCOOL（ロボつくる）

グプラン（１泊２食１３５００円～）や

「息子にやらせたい教育はどんなもの

用する方式のため、生徒側の負担も少な

野川のほとりに温泉宿「不死王閣（ふし

女子会プラン（１泊２食９８００円～）

かと考えた時、既存のものでは納得でき

く済む。
「買い取りだと、
教材がバージョ

おうかく）
」がある。７１室中２０室が

など多数のプランがある。

なかった」
。そう話すのは、レゴ社（デ

ンアップした時に買い替えないといけな

ンマーク）教育事業部のロボット教材

いが、ここでは常に最新のものが使え

を使った子ども科学教室「ROBOTSCOOL」

る」。また、平日の教室以外に、土日は

代表のチャールズ・ロジャーズさんだ。

１回５００円で生徒が保護者と一緒に教

阪急池田駅から車で１０分あまり、余

露天風呂付き客室という大型旅館で、泉

阪神高速・池田木部第１出口から約２

質は天然ラジウム泉。リュウマチや動脈

キロ（国道４２３号経由）。阪急池田駅

硬化などに効くという。

から無料送迎バスもある。池田市伏尾

「お客さまの９割が近郊からお見えで

町１２８－１、電話０７２－７５１－

「今の社会は暗記力より自分で問題を解

す」と支配人の谷向（たにさき）哲也さ

３５４０。プランの詳細についてはネッ

決する力が求められる。それはＳＴＥ

んは言い、旅行者のための宿というよ

トで「不死王閣」を検索。 （早川方子）

材を自由に使える時間も設けている。
ROBOTSCOOL で作るのは、直径１メー

Ｍ（Science、Technolgy、Engineering、

トルほどの土俵で押し合いをする相撲ロ

りは、近場の人たちが美し

Math）の知識と、創意工夫やチームワー

ボットだ。学期末ごとに大会を開き、ロ

い自然や温泉、会席料理を

ク、何かをやり遂げる心」と考えた。

ジャーズさんも関取姿で行司をする。
「み

楽しむために集まる憩いの

ロボット製作は６歳から１５歳までを

んな本気で作るから、キラキラと目が輝

場といったところ。そのた

対象に、デザイン担当、組み立て担当な

いている。子どもがそうでないと日本の

め宿でも気軽な日帰りプラ

どに分かれてチームで行う。最初から

未来は明るくならないよ」（礒野健一）

ン（２食付き、チェックイ

うまく動くことはなく、失

ン午前１１時、チェックア

敗を繰り返し、時には完成

ウト午後９時、平日限定で

しないこともある。
「失敗

９０００円～）を用意して

の過程が１番大事。役割も

いる。「春は桜、初夏は余

入れ替えていくので、他の

野川でホタルを楽しめます

メンバーの苦労も理解でき

よ」と谷向さん。美容に重

点をおいたスローエイジン

赤ちゃんづれプランは、おしりふきや絵本、おもちゃなどが用意される。
部屋も露天風呂付き客室になる＝写真提供・不死王閣

る。講師も質問にだけ答え
て口出しせず、見守るだけ。
そうして創意工夫を重ねて

気軽にお寺に④萱野三平の墓碑 豊中・新福寺

作り上げるから、大きな達
成感が得られる」

孝な

助三郎長好に嫁いだ。一文字屋は三平の

ROBOTSCOOL が レ ゴ 社 か

らんと欲すれば忠ならず」の一文を大石

義挙に感銘して、この墓碑を建てた。水

ら購入した教材を生徒が利

内蔵助（くらのすけ）に送り、赤穂藩士

谷住職が記念碑と位置付けるのは、先代

の萱野（かやの）三平は、吉良邸討ち入

住職が墓を移した際、「骨はなかった」

り前に自刃した。享年２８歳だった。そ

と聞いたからだ。

「忠ならんと欲すれば孝ならず

4 月から石橋、川西など 8 カ所で開校。体験教室開催中。問い合わせ
はフリーダイヤル 0800-111-9877 http://www.robotscool.jp/

待ってました！ 小学生らが歌舞伎を体験

の墓碑が境内にある。
水谷進護住職は
「正

水谷住職は墓碑のそばに石の説明板を

子どもに歌舞伎の楽しさを知ってもら

式の墓は箕面にあり、ここにあるのは記

建てた。三平の辞世の句「晴ゆくや日ご

おうと、ＮＰＯ法人日本伝統芸能振興会

舞台上でモデルを務めた原田小学校５年

念碑のようなもの」と説明する。

ろの心の花曇り」から、悩みの深さに感

関西支部が２月１８日、豊中市岡町北１、

の河野真由さんは、化粧後の自分の姿を

じ入ったからだという。

豊中市立伝統芸能館で「子ども歌舞伎体

鏡で見て驚きながらも「貴重な体験がで

父は大嶋家に仕えた。三平

験と発表の集い」を開いた。約１００人

きました」と笑顔を見せた。

も家臣となるが、大嶋の推

が来場し、舞台で見得を切る子どもたち

薦で浅野内匠頭（たくみの

に拍手を送った。

寺は、旗本の大嶋氏の祈願所。三平の

（梶川伸）

かみ）の小姓になった。
江戸城松の廊下の事件

年秋に２回目の開催を予定している。

（早川方子）

で、舞台に上がったのは豊中市内の小
学生らとイタリア出身の建

苦しい立場となる。大石ら

築士、トリーニ・ヤコポさ

の血判状に名を連ねるが、

んの計２０人。歌舞伎の演

父からは「あだ討ちに加わ

目「白浪（しらなみ）五人

れば、大嶋家に災いを及ぼ

男」を全員で演じると、会

す」と諭される。忠と孝の

場から「待ってました！」

三平の姉は伊丹一文字屋

子ども歌舞伎体験と発表の集いは、今

歌舞伎のさわりを演じてもらう催し

で、浅野が切腹し、三平は

板挟みである。

化粧や着付けをする様子が披露された。

三平の墓碑（左）と、石の説明板の横に立つ水谷住職。父、叔父、兄の
墓碑もある

「五千両！」などの掛け声
が上がった。子どもたちか
らは「思ったより簡単だっ

ベトナム人留学生らが医療費支援を呼び掛け
大阪大学に在籍するベトナム人留学生

さらに支援を必要としている。

た」
「歴史と伝統に興味を
持った」などの声が聞かれ
た。
演目の前には、歌舞伎の

「白浪五人男」の南郷力丸役の衣装を来たヤコポさん（左）と子どもた
ち

グエン・ティ・ランさん（３７）と支援

３月４日１０時半から、とよなか国際

者らが、医療費のための募金を呼び掛け

交流センター（豊中市玉井町１）で支援

ている。孫の世話のため来日していたラ

呼び掛けのためのチャリティーが開かれ

ンさんの母親のディン・ティフォン・ズ

る。ベトナム料理などが販売され、収益

ンさん（７２）が２０１１年９月にくも

は医療費支援に充てられる。入場無料。

膜下出血で倒れた。一命を取り留めたも

募金・問い合わせは国際交流市民ネット

どを含み消化のよい食べ物で、あのネバ

けない元気なからだを作りましょう。

のの、３カ月の短期滞在ビザで入国し

とよなか０６－６８４０－１０１４。

ネバが胃を守ってくれます。ナガイモを

【浅井久美さん、木田優里さん】ともに

たため加入できる公的医療保険がなく、

ママの簡単レシピ④ チーズナガイモ
ナガイモはカリウム、ビタミンＢ１な

とり、ビタミン類を組み合せて風邪に負

選ぶポイントは表面がきれいで張りがあ

池田市在住の栄養士。現在は池田市の育

７００万円以上になる医療

り、傷や斑点の少ないものを選んでくだ

児サークル「ロケットキッズ」で簡単な

費の全額を娘のランさんが

さいね。

レシピを紹介している

支払わなくてはならない。

＜材料＞ナガイモ、小麦粉、油、粉チー

（早川方子）

卒業論文のための研究を

ズ、塩

続けるランさんは、子ども

＜作り方＞（１）ナガイモの皮をむき、

を預けて働こうにも民間保

食べやすい長さのスティック状にする

育所は高額で、公立には空

（２）水気を切り、小麦粉をまぶす（３）

きがない。ランさんを支援

薄く色がつくまで油で揚げる（４）熱い

する葛西芙紗さん（７５）

うちに、粉チーズと塩をまぶし、混ぜ合

がベトナム領事館や国際交

わせればできあがり

流を行っている団体へ支援

＜ポイント＞寒さに打ち勝つように、か

を依頼し、２月２４日現在、

約１００万円を集めたが、

ランさんの置かれている困難な状況を外国人に説明する葛西さん（中央）

らだの中から温めましょう。良質のたん
ぱく質（肉・魚・卵・豆製品）を十分に

ナガイモがほっくりして、おいしいですよ

お問合わせ先

豊中市、池田市の皆様に伝える

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、FA X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。

マチの伝言板
誰でも参加できる情報コーナー

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。

ます

教え

ます

売り

報
す
情報 しました 募集
ます ビス情
しま
ント
N
人材
募集
サー
イベ
OPE

買い

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

テイラー英会話教室 生徒募集
明るく楽しくアットホームなレッスン
Lawrence ＆ Aiko ☎ 06-6845-7111
無料体験あり taylor.aiko3@gmail.com

TEL：06-6346-8255
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固くつながる地元ネットワーク 田村商会
池田の不動産会社・田村商会の田村佳

予約がないと入れない人気店になった。

寛社長は、池田中学校の出身だ。
「私は

中道さんは
「久々に帰ってきても、
ネッ

昭和４７年生まれですが、なぜかこの年

トワークがすぐによみがえる。池田はそ

代の人間は池田で商売をする人が多く、

ういうところ」と笑う。そんな街で６０

今も付き合いが深いですね」と話す。

年以上積み上げた信頼を、田村さんは

その付き合いが仕事につながることも

持っている。

（礒野健一）

ある。池田中学の７年先輩にあたるボン

【田村商会】池田市呉服町１－１サン

バー中道さんは、長く大阪で居酒屋を経

シティ池田１階▽０７２－７５１－

営していたが、約３年前、池田で店を出

２１７０▽９時～１９時▽水曜、祝日休

そうと物件を探していた。
「中道さんの妹さんが私と
同級生で、その縁もあって
物件を紹介したんです」

お安く着物を提供
舞 踊の演目にあった着物を 500 円〜。
小物も。簡単な着付け教えます。豊中市
向丘２の山本ちえ子☎ 080-1523-3579

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

そうしてオープンしたの
が、満寿美町の居酒屋「凡
場」だ。外観は普通の民家、
周りも閑静な住宅街のため
「正直、飲食店には向かな

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）

♪シニアのピアノ初心者講座♪
全 6 回 12000 円 ピアノがなくても OK
好きな曲を自分のペースで楽しめます。
レッスン後はお茶とお菓子でゆったり。
無料体験は 3 月中毎週水曜 13 〜 15 時
と、3 月 8,22 日（木）10 〜 12 時に実施。
会場 : とよなかインキュベーションセン
ター（蛍池駅すぐ）
音楽サロンくつろぎ 090-8987-8189
URL:kutsurogi-music.com

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

4月開校子供英語教室 蛍池5分
水 / 土曜午後・幼児 / 小学校低学年
週 1 回・月謝 5 千円・問合せお気軽に
仲西☎ 090-6665-5890

Mrs.Lavenderで学びませんか？
初心者の方にぴったり！
★アロマ＆ハーブのホームケア塾
4 月開校 通年講座（全 10 回）
★アロマ検定講座（全 6 回）
★ハーブ検定講座（全 3 回）他、多数
お問い合わせはお気楽に。メールやネッ
ト か ら も 申 込 可。 ☎ 090-1953-6875
▽メール info@mrs-lavender.com ▽ネッ
ト http://mrs-lavender.com/

しかし、中道さんの同級生
らが次々に訪れ、口コミで
店のことが伝わり出すと、

「凡場」で中道さん（左）と語らう田村さん。中道さんは毎年駅前広場
でバンドライブも開く。
「もっと池田もはじけなきゃ！」

はてな？① 大阪中央放送局
豊中市北桜塚４、大曽公園に「大阪中
央放送局」と彫られた古い石の四角柱が

示した。豊中市には時折、「あれ何？」
の問い合わせがあるそうだ。
（梶川伸）

ある。石柱の上には構造物があったのだ
戦わない経営のススメ
ベ ストセラー『戦わない経営』の著者
で、起業家の浜口隆則さんが豊中で語り
ます。新しいビジネスを始める中小企業
者に向けて、心がけるポイントや社長の
心得などについてメッセージを発信しま
す。豊能地域の地域資源を活用した新ビ
ジネスに対する助成金の説明会も開催。
3 月 9 日 14 〜 16 時。無料。定員 70 名。
豊中商工会議所☎ 06-6845-8006

ろうが、取り除かれているようだ。
豊中市に聞くと、１９４１年に建てら
れ、「ラジオの電波塔」と呼ばれていた
という。大阪府内にはいくつかあり、
「ラ
ジオの普及のため、ラジオ体操を流して
いたのではないか」と説明する。
ＮＨＫ大阪放送局も「戦前のラジオ塔

設備資金0.5％ディスカウント
今がチャンス！設備資金の当初 2 年間
の利率を 0.5％（年利）引き下げます。
情報技術を活用した業務の高度化を図る
方の設備資金は融資限度 7200 万円
▽返済期間 15 年以内▽金利（固定）
1.25％〜 ( 最初の２年間は 0.75％〜 )。
お急ぎください。平成 24 年 3 月 31 日
まで。
日本政策金融公庫十三支店
☎ 06-6305-1631 FAX06-6305-6294

していたものだろう」と、同様の解釈を

ちょっとショット

小南修身・池田市長はインタビューの

◆地上の橋◆豊中

しょっぱなにマチゴトで連載中の「
『石

市 二 葉 町 に、「 東

の道・いけだ』彫刻めぐり」を見て、
「こ

川橋」と刻まれ

れ、発案したのは私なんです」と、控え

た石柱が立ってい

めな感じで一言。１９８９年～１９９８

る。橋の欄干の一

年に開催した市政施行５０周年記念事業

部のようだが、川

の「石の道・いけだ彫刻シンポジウム」
は、

が な い。 写 真 を

「箱根彫刻の森美術館（神奈川県足柄下

撮 っ て、 近 く の

郡箱根町）で、彫刻の野外展示を見たの

人 に 尋 ね て み た。

が発想の原点」になったそうです。
（進藤郁美）

折込広告は、なんと
一部２.５円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

次回は２２日発行
「 マ チ ゴ ト 豊 中・ 池 田 」 の 次 号（ 第
３７号）は、特別に３月２２日に発行し
ます。

マチゴトはFacebookでも閲覧できるよ

いいね！

「４０年ほど前は、どぶ川があった」と
説明する。川は埋め立てられて遊歩道に

なり、
欄干だけが残ったらしい。
（梶川伸）

折り込み広告募集中！
！

毎日新聞、マチゴト配布員募集中
豊 中市の北豊中エリアを中心に毎日新
聞、マチゴトを配布するスタッフを募集
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、毎日新聞北豊中販売店☎ 066853-3966

大曽公園にポツン
と立っている「大
阪中央放送局」の
石柱

で、上に拡声器をつけ、ラジオ体操を流

こぼれ話

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

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

いと思った」と田村さん。

４月からは、原則として毎月第２木曜
日の発行に変わります（これまでは原則
として第１木曜日）。新年度からも、ご
愛読をお願いします。（編集長・梶川伸）
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マチゴト川柳
題﹁別れ﹂﹁鏡﹂

◇秀句◇振り向けばまだ見送っている別れ︵寺井柳童︶

◇佳句◇鏡には映らぬ心磨かねば︵日下佐代︶

つらい日も笑顔に変える鏡持つ︵平野へいや︶

会った数別れがあるという無情︵橋本カンナ︶

海や友恋し被災地離れ来て︵藤沢長一︶

◇入選◇体調も心も映す朝鏡︵吉松隆太郎︶

鏡見る波瀾万丈生きた顔︵平野節子︶

母の顔鏡の中の私なの︵野澤幸子︶

姿見へＯＫもらったワンピース︵白井笙子︶

又逢うの約束反故にした別れ︵水谷てる子︶

姿見の白髪に粋な帽子など︵日野ミネ子︶

老けたなあ鏡に洩らすひとり言︵松岡廣行︶

戻ってよ約束残して逝くなんて︵松村里江︶

姿見の向こうに後期高齢者︵江口節信︶

試着室の鏡が無理をよせと言う︵中谷敦子︶
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麻衣夢さんが主題歌歌うＤＶＤとＣＤ５人に
豊中市出身のシンガーソングライ

「麻衣夢」と明記し、住所、氏名、年齢、

ター・麻衣夢さんが２月３日に４枚目の

職業、本紙の感想も記入して、〒５３０

ＣＤ「四ツ葉のクローバー」をリリース

－８２５１

した。３月２日に発売されるＤＶＤ映画

毎日新聞ローカルへお送り下さい。３月

「ひらめと四ツ葉のクローバー」の主題

２２日消印まで有効。発表は発送をもっ

歌や、主演の本木美沙さんとデュエット

大阪市北区梅田３－４－５

てかえさせて頂きます。

した挿入歌「ふるさと」など、４曲が収
められている。
麻衣夢さんは「生まれ育った豊中市は
東京で活動する私のパワースポット。懐
かしい景色にいつも励まされています。
い、心あたたまるＣＤに仕上がっていま
すので、ぜひ聴いて下さい」とメッセー
ジを寄せている。
マチゴトではＣＤとＤＶＤをセットに

イラスト・佐藤星河

TEL：06-6346-8255

『四ツ葉のクローバー』はどこか懐かし

田中螢柳選

大阪市北区梅田３ー４ー５毎日新聞ローカ

日︵必着︶︒１題２句ま

マチゴト川柳の次回の題は﹁花見﹂﹁パスポート﹂です︒はがきに住所︑氏名︑電

話番号を記入し︑〒５３０ー８２５１

ル﹁マチゴト川柳係﹂へお送り下さい︒締め切りは３月

で投句可︒
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お問合わせ先

して５人にプレゼントします。はがきに

「今年は大阪での活動を増やし、多くの人に歌声が
届くよう頑張ります。応援よろしくお願いします！」

先生への「ありがとう」
この一年間、僕たちの成長を応援して

してくれました。

くれた学校の先生は、とても大切なこと

先生が、僕に「勇気」を与えてくれた

を教えてくれました。その先生から、
「勇

だけでなく、
何にでもチャレンジする
「や

気」というものを学びました。

る気」も与えてくれたことに、とても感

今までみんなの前で手を上げることが

謝しています。＝池田市立石橋小学校６

恥ずかしかった僕が、自ら立候補し、臨

年、森野陽嵩さん

海実行委員、卒業文集実行委員になるこ

◇先生への「ありがとう」作文を募集。

とができました。でも、実は、先生が実

住所、氏名、卒業（在籍）学校名を書

行委員になる前からずっと、「絶対にで

き、５３０－８２５１

きる」と言ってくれていました。その後、

３－４－５

立候補は自分しかいなかったけれど、勇

ル（info-toyonakaikeda@machigoto.jp）

気を持ってスピーチして、みんなが納得

でも受け付け。４００字まで。

大阪市北区梅田

毎日新聞ローカルへ。メー

ありがとう
ありがとうは笑顔の魔法。

「ありがとう」ってすごいなぁ。

言われた人は笑顔になり、その顔を見て

これから先、大人になってもずっと、

言った人も笑顔になる。

どんな時でも、ありがとうの言葉を忘れ

人の心をポカポカと温かくして優しい気

ないでがんばろう。

持ちに変える。

＝石橋南小学校６年（２０１１年度）

たった五文字の言葉で、人の気持ちを動

小山華奈さん（池田「伝えよう！いのち

かせる。

のつながり」第１４回作品から）

インターハイ・国体のスキー出場に応援メール
スキーの大阪府代表として国体（岐阜

した。精魂尽きそうになっていた時、友

県）とインターハイ（山形県）に出場し

人から「マチゴト見たよ。頑張って」と

た豊中市在住の西田翔太郎君＝堺市・賢

応援メールが届きました。とても、とて

明学院高校１年＝の母親、ヒロ子さんが

も救われました。

結果を報告してくれた。（西田君の記事
はマチゴト３５号に掲載）
厳しい寒波の中でのインターハイは大

国体は大回転１３３位。今年は「参加
しました」
という結果でした。
笑顔はすっ
かり消えてしまいましたが、来年も必ず

回転１４０位、回転は失格と、とてもリ

出場する、と息子は戦い続けています。

アルな結果でした。マイナス１５度の

胸を張って報告できる結果は出ませんで

中、息子の姿を孤独に見続けたインター

したが、
経験を積む１年になれば、
と思っ

ハイでした。初めて大会にのぞんだ私と

ています。ありがとうございました。

息子は大雪にかき消されてしまいそうで

半世紀前の思い出に感動
１月２８日、池田市天神１の池田市民
文化会館アゼリア小ホールで行われた
「木津川計の一人語り劇場『無法松の一
生』
」のペア招待券の当選者からマチゴ
トにお礼状が届きました。
妻と２人で行きました。５４、５年前
に観た映画（監督：稲垣浩▽出演：三船
敏郎、高峰秀子）の思い出がよみがえり
ました。妻も感動していました。本当に
ありがとうございました。
（豊中市蛍池東町・山下武さん）

（豊中市末広町・西田ヒロ子さん）

