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報酬は子どもたちの笑顔
豊中で活躍おもちゃドクター

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka
物を大切にする気持
ちを伝える「とよな
か・おもちゃ病院」。
偶数月第 2 土曜は
曽根南町 1 の豊中
市環境情報サロンで
も開院

お

もちゃがけがをしたり、病気に

クターたちの目が輝く。
「割れた所を

ターは５０～７０代の１１人。共通点

なったりすると、
「おもちゃド

ひもで縛ったら」
「ハンダでつけてみ

は「機械いじりが大好き」ということ

クター」が待っている。ドクターは、 るか」などと知恵を絞りながら、手当

だ。それぞれの工具箱には、いらなく

豊中市岡町北３、豊中人権まちづくり

て方針を決める。子どもたちに立ち

なった物の中から集めたオリジナル部

センター３階の児童館にある「とよな

会ってもらうのが基本だが、入院が必

品が詰まっている。
「いかにしてタダ

か・おもちゃ病院」にいて、毎月第４

要な場合もある。
「壊すのは一瞬。修

で直すか」と森さん。
「四苦八苦して

土曜（１２月は第３土曜）午前９時～

理には簡単なもので１時間ほどかか

直したおもちゃを渡すと、子どもの表

正午に開院する。子どもたちの大好き

る」とドクターのひとりは話す。

情がパッと笑顔に変わる。その顔を見

なおもちゃのためなので、ボランティ
アで働き、治療費はいらない。

おもちゃ病院は２００３年、代表を
務める森俊二さんが開いた。定年退職

動かなくなった犬のぬいぐるみや、 後、すでに開院していた富田林市のお

て、ドクターもうれしくなる」と話し
ている。
治療中のドクターの横顔は「ちょっ

音が出なくなったキーボードなどを前

もちゃ病院で半年間の見習いをしてか

と年老いた子どもみたいでしょ」と

に、
「なんとか直してあげよう」とド

ら、地元の豊中市に開院した。ドク

言っていた。

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

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

喜八洲・中田社長「社員は宝塚線の高校出身多い」
大阪でみたらし団子といえば大阪市・

阪・梅田に大丸百貨店がオープンしたの

TEL：06-6346-8255
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「生命」の祈り込めた画家・吉田堅治
画家・吉田堅治を知っているだろうか。

に黒のイメージが強く、その後、金や銀、

十三の喜八洲総本舗
（きやすそうほんぽ）

を機に、喜八洲を百貨店に進出させた。

１９２４年に豊能郡秦野村（現在の池田

さらに鮮やかな青や緑、赤といった色彩

を思い浮かべる人が多いだろう。焦げ目

徐々に売り上げが伸び、１番の人気商品

市渋谷）で生まれた堅治は、存命の日本

が加えられていった。形はシンプルなも

がついた円筒型の餅に、甘いたれがたっ

も酒饅頭からみたらし団子に代わった。

人画家として初めて大英博物館で個展を

のが多く、
命を育む繭（まゆ）や、
勾（ま

ぷりかかった庶民のデザート。喜八洲の

現在、大丸梅田店での売り上げは、本店

開いたほか、イギリス・カンタベリー寺

が）玉のようなイメージが描かれる。

創業は１９４８年。屋号は「八洲（日本

に次いで２番目だという。最近は東京の

院やフランスのユネスコ本部でも個展を

堅治は創作の前に般若心経を唱えてい

中）で喜んでいただこう」という意味で

百貨店から催事期間の出店を頼まれるこ

開くなど、欧州で高い評価を得ている。

た。それは仏教的なものというよりも、

名付けられたという。現在は２代目の中

とも増えた。
人気は関西を超えつつある。

田八朗さんが社長を務めている。

池田師範学校（現・大阪教育大学）に

生かされていることに感謝し、戦争の犠

喜八洲には他の会社にはみられない特

入学した堅治は、美術部やバスケット

中田さんの生まれは京都だが、小学校

徴が２点ある。まず、定年制度がないこ

ボール部で活躍するが、時代はそんな活

に入学する前に池田市に引っ越し、６０

と。働きたいと願えば、何歳になっても

動を許さなかった。美術部で指導した古

池田市に住むおいの吉田元寿さんは

年以上住み続けている。小、中学校は大

働ける。２０１１年までは、大正生まれ

城戸優（ふるきど・まさる）さんは、戦

「難しく考える必要はない。堅治は作品

阪教育大学附属池田校に通い、大学を卒

の従業員がいた。次に、従業員は全員が

時下で「銃よりも絵筆をとれ」と教え、

の解説をあまりせず、
『見た人それぞれ

業する時、先代の勧めもあって京都・西

正社員であること。２年に１度は全社員

その考えがあだとなり戦中に獄死する。

の感性で受け入れればいい』と話してい

陣にある老舗和菓子屋へ見習いに入っ

で海外旅行にも行く。「パートやアルバ

１９４４年、繰り上げ卒業となった堅

た。全国各地から来た従業員たちと共同

イトよりも離職率が低いし、何より正社

治は海軍に入隊。カミカゼ特攻隊に選抜

部屋で寝起きし、外回りや製造の仕事を

員の方が一生懸命働いてくれる。結局は

された。しかし共に訓練を重ねた友が命

経験した。坊っちゃん育ちにはつらい仕

会社にとっても利益になる」と中田さん

を散らす中、堅治への出撃命令は終戦ま

事だったが「他人に使われる辛さを学べ

は考えている。

で出ることはなく、生き長らえることと

てよかった」と、今でも世話になった店

に感謝している。
喜八洲はもともと酒饅頭
（まんじゅう）

従業員は、池田をはじめとした阪急宝

なる。こうした経験が、２００９年に

塚線にある高校出身者が多い。「それな

８４歳で死去するまで、抽象画の世界で

りにきつい仕事やけど、従業員同士の仲

「生命」と「平和」を一貫して描き続ける、

で有名になった店だが、中田さんが経営

がよくて、働きやすい環境のようです。

にかかわるころから客の好みに少しずつ

おかげさんで、すぐに辞めてしまう従業

戦後、池田市立呉服小学校などで教師

変化が出てきた。中田さんは先代と大げ

員が他社に比べたら少なくて助かってま

をした堅治は、１９６４年に単身渡仏し

んかの末、新たな店舗開拓を進めた。大

す」と、にこやかに語る。 （早川方子）

画業に専念する。渡仏前の作品は全体的

商品のすべては本店で作られている。本店の工場内を見て回る中田さん（右）

「雨の日に青空の傘広げてる」が府道

ら豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能

譲チームは「地域の事情を理解している

箕面池田線（桜通り）にある。杉本利延

勢町の３市２町に移譲される。教育現場

人、また郷土愛を持った人など、地域の

さんが１９９６年に作った。杉本さんは

にどんな変化があるのか、豊中市教育委

独自性を出すよう検討している」という。 「その土地で生活する人々が楽しく、元
３月２２日午後６時半から豊中市教育

妻の寛子さんが眠る、パリのモンパルナス墓地に立
つ吉田堅治（2008 年撮影、吉田元寿さん提供）

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜１２＞杉本利延さん

響があるわけではなさそうだ。人事権移

センター（蛍池中町３）でシンポジウム

（礒野健一）

2 月に池田市の画廊「ぶらんしゅ」で行われた吉田堅治展の様子。大英博物館で開かれた個展で展示された大
作「LA VIE（生命）」を前に話をする吉田元寿さん（中央）

教職員の人事権が４月１日、大阪府か

教職員の人事権移譲とは、公立学校の

た」と懐かしんでいる。

吉田堅治という画家を生んだ。

疑問を聞く③ 教職員の人事権移譲とは？

員会の人事権移譲チームに話を聞いた。

牲になった人への鎮魂として、普遍的な
「祈り」を捧げる行為だった。

京・青山パークタワーや京都府立峰山高
校にもある。

（進藤郁美）

気に生きていけるようにと思って制作し
た。見たまま、形のままの作品」だと話す。
丸みを帯びた作品は高さ約１．５メー

教職員の新規採用や研修などを市町村が

「地域に根ざした教育を進めるために」

独自に行うということ。これまでは、大

が開かれる。無料。豊中市教育委員会

トル、幅７０センチ。空を見上げるよう

阪府の採用選考を通過した合格者を、府

０６－６８５８－２３８８。（早川方子）

にちょっと上向きになっている。

が各自治体の学校へ振り分

制作当時の思い出を聞くと、制作を終

けていた。教職員にとって

え、最後のパーティーの時に商店街で朝

は就任が決まるまでどこに

まで飲んだと笑う。杉本さんの作品は東

桜通りにある杉本利延さんの「雨の日に青空の傘広
げてる」
（1996 年）

配置されるかわからず、ま

こぼれ話 田中螢柳さん

た自治体もどんな教職員が

来るかわからなかった。今

後は採用権が自治体に渡る

マチゴト川柳選者の田中螢柳さんが、

第２木曜日に発行に
マチゴト豊中・池田は４月から原則と

ため、より地域に合った、

川柳雑誌「番傘」２０１２年３月号の巻

して、毎月第２木曜日に発行します。新

地域が望む人材を確保でき

頭に選ばれた。「昭和３３年に岸本水府

しく
「心の花束」
を連載します。またウェ

ることになる。しかし、最

選へ投句して以来、巻頭は『見果てぬ夢』

ブ（http://machigoto.jp）
、動画を中心

初の３年間は大阪府と３市

の長く遙（はる）けき道。素直に喜びたい」

にしたサイト「いつものこと」
（http://

２町が合同で採用などを行

自選の句「人はみな旅びと白紙の地図

www.itsmonokoto.com）も模様替えする

うため、４月から直ちに影

22 日のシンポジウムでは 3 市 2 町の教育長がパネルディスカッション
を行う

持ちて」

（礒野健一）

予定です。

（編集長・梶川伸）

お問合わせ先

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編⑱

【じゃあじゃあ

びりびり】

私がスタッフとして参加している池田

ぼくの絵

たのですから。途中が破れたりしてなく

豊中市の宮

て、よかった！（絵本を楽しむ会・Ｍ）
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TEL：06-6346-8255

わが家の宝もの
１０カ月の女の

下白斗君（５

子、悠里（ゆうり）

市の小さな絵本館には、この作品が３冊

歳）の「でん

ちゃんです。カメ

あります。男の子がその３冊を机に並べ

しゃしゅうご

ラを向けるとすぐ

て「読んで」と言います。
読んであげると、

うだいずか

に手を伸ばしてき

並べた別の本をまた「読んで」と。結局、

ん」です。葉っ

ました。悠里ちゃ

同じ作品を３回読みました。私は不思議

ぱや花びらで

んはいつも好奇心

でした。でも、男の子の顔を見てわかり

飾った電車は、赤い車両が阪急電車です。

いっぱいで、ママ

ました。そう、男の子は３冊とも、同じ

白斗君のお気に入りは阪急電車の右横に

によると「ぜんぜ

ことが書いてあるのかどうかを確認した

描いたＪＲ西日本の２２３系。「新快速

ん人見知りしない子」なんだとか。みん

や快速、丹波路快速は同じ車両が使われ

なから愛されているんだなぁ。

かったようなのです。
「みんな、
一緒だっ

たね」と言うと、満足そうに笑ってくれ

「じゃあじゃあ
成社）

びりびり」作：まついのりこ（偕

ているんだよ」と教えてくれました。

子どもと楽しみたい絵本 てくてく編⑧

【こんとあき】

わが家の宝もの

わが家の宝もの

さんなら、この涙ぐましい修復作業は必

美人のママによ

このかわいい生

私は、家族もあきれるほど、裁縫が大

要なかったのでしょう。しかし、タイミ

く似た丸いおでこ

き物の名前は、伊

の苦手です。ボタンつけも何か理由をつ

ングが良いというか、最悪というか、そ

が印象的な心葉

織 く ん（ ６ カ 月 ）

けては、一日延ばしにしてしまうほど。

の日初めてはいたズボンだったのに、
「あ

（ここは）ちゃん。

です。うつぶせで、

ある日、家の前で、３人の子どもたちを

きのおばあちゃん助けてぇ～」って、叫

１歳半です。心葉

お腹を軸に手足を

遊ばせていた時のことです。娘が急に兄

びたい私でした。
（絵本を楽しむ会・Ｍ）

ちゃんは絵本が大

ピンと伸ばし、飛

を連れて、家に入ってしまいました。そ

好きで、ママに読

行機の形になる遊

ういえば、家に入る前に、兄はこけてい

んでもらうのが大

びをしているとこ

たっけ。しばらくして、家から出てきた

好き。早く大きく

ろでした。小さな

兄のズボンを見ると、膝のところに絆創

なって、自分で読めるようになるといい

体に力を込めているので、
目がまんまる、

膏が。なんと、真新しいズボンに大きな

ね。

口がへの字になっています。

穴があいてしまったのです。３歳の娘な

りに兄の大ピンチを、この作品の車掌さ

いのちって（５歳）

んのように救ったつもりだったのでしょ

う。車掌さんは包帯ですが、娘は絆創膏

という便利グッズを駆使したところがす

ごい！あきのおばあちゃんのようなお母

「こんとあき」作：林明子（福音館書店）

めぐみちゃんのお父さんが亡くなられ
て

クラスで話していた時のこと。

めぐちゃんが
さまは

子育てサークル(23) すくすくおはなしタイム
豊中市立蛍池公民館で、０歳児や１歳

児の赤ちゃんとお母さんのための絵本の

い」とアドバイスしている。
１０カ月の長女、悠里（ゆうり）ちゃ

読み聞かせ会「すくすくおはなしタイム」

んと参加していた河本奈々さんは「いろ

が月に１度の割合で開かれている。読み

んなママに会えるのも楽しみ」と笑顔を

聞かせのほかにも、司書による絵本の紹

見せていた。問い合わせは蛍池公民館

介や市内の公立・民間の保育士らによる

０６－６８４３－５５６１。（早川方子）

かず「しんだら

あえないねん

だって

いのちは

ひとつしか

ない

めぐちゃんは

もう

んやもん。」

どこか
どこ

ずっとつながってんねん。
」

ずっとあわれへんの？」

りか「いまは
んけど

べつのいのちをくれて

かみ

（豊中市・子どものつぶやき展より）

さとし「じゃあ
パパには

また

であえるかもしれへん。いのちは
かで

で。

パパと

ぐちゃんのこと

手遊び、育児相談も行われており、若い

もう

いっぱいがんばって

いっぱいおおきくなったら

あわれへんかもしれへ
かみさまは

ずっとめ

みていてくれんねん。

お母さんたちからは「家で子どもと遊ぶ

トマトソースに挑戦 親子料理教室に３２人

時の参考になる」と人気を呼んでいる。
取材した０歳児のクラスでは和室が用

意され、お母さんは赤ちゃんを床に寝か

豊中市上野東２、市立上野小学校で３

委の北之防純子さんは「食べる楽しさを

せたり自由にハイハイさせたりするなど

月１０日、親子料理教室が開かれ、４～

知ってほしい」と話す。疋田さんは「子

リラックスした様子。司書の井下祥子さ

６年生の親子１５組３２人が参加した。

どもが一生懸命作る姿がパワーになる」

んは「赤ちゃんはお腹の中にいる時から

豊中市教育委員会が実施する食育事業の

と、児童と一緒に楽しんだ。
（進藤郁美）

聞いているお母さんの肉声が一番安心す

ひとつで、ビストロ疋田（本町４）の疋

る。絵本を幼児教育としてではなく、親

子の触れ合いツールとして使ってほし

参加費無料。蛍池公民館・図書館は蛍池駅に隣接し
たルシオーレの 5 階にある

田恒朗さんが講師を務めた。地元のシェ
フからプロの味が学べるため、定員の２
倍もの応募があった。

岡町・桜塚商店街で横断幕アート展 応援歌も

抽選で選ばれた参加者はトマトソース
のスパゲティとレアチーズケーキ作りに

豊中市中桜塚１、岡町商店街と桜塚商

の人とあいさつを交わす様子を描いたも

挑戦した。児童らは保護者に手助けされ

店街で、大阪府立桜塚高校と豊中市立第

のなど７２点の絵画が、アーケードに吊

ながら、慎重に包丁で野菜を切ったり、

三中学校の生徒らが制作した絵画を展示

り下げられているほか、桜塚高校軽音学

ビスケットを細かく砕いてケーキの土台

する「横断幕アート展」が始まった。通

部の生徒らが商店街応援歌「おかまち桜

を作ったりして楽しんだ。父親と参加し

学路にあたる商店街の活性化に一役買お

いろ」も制作した。絵画の展示は４月

た６年の山田日菜南さんは

うと学校が企画したもので、
「人と人を

３０日まで。歌は毎日、商店街で流され

「ソースづくりが楽しかっ

つなぐ～あいさつ～」をテーマに、まち

る。

＝情報提供・豊中市（早川方子）

「できた！」
。児童らは完成したスパゲティを手に
ニッコリ

た」と話した。ケーキ作り
が好きだという４年の倉本

機関紙から⑪ コアラ２０１２年２月号

沙季さんは「チーズケーキ
は初めて。家でも作ってみ
たい」と笑顔を見せた。

◆全国都道府県対抗女子駅伝（１月１５

しく大事に育ったお嬢さんです。）望さ

日）高松望ムセンビさん◆大阪が圧勝し

んは２０１１年夏、全日本中学校選手権

料 理 教 室 は、 食 育 事 業

た大会でした。１９年振りです。その劇

大会１５００ｍで優勝し、将来の日本代

の講師を探していた市教

的優勝に貢献したのが中学生として第３

表と期待されています。【コアラ】池田

委 に、 疋 田 さ ん が 全 ４ １

区を走った、高松望ムセンビさん。望さ

市公益活動促進協議会の機関紙▽月１回

校での料理教室を提案し、

んは池田市在住。父のマクセル・ンド

発行▽協議会は池田市立コミュニティセ

２０１０年２月にスター

ロ・ムセンビさんもマラソン選手。
（厳

ンター２階▽０７２－７５０－５１３３

ト。今回が１０校目。市教

保護者の手助けを受けながら、楽しく調理する児童＝上野小学校で
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お問合わせ先

阪大の先生⑥伊東信宏さん 音楽を学問する
大阪大学大学院文学研究科の伊東信宏

録音・編集技術について講座を開催した。

教授の専攻は音楽学だ。演奏ではなく、

音楽の歴史や楽器の成り立ちなどを研究

4

五月山の桜が衰弱 生育対策、植樹も懸命に
池田市の３分の１を占める五月山

されたソメイヨシノは９割にも達し、約

スタジオを訪ねた際は、学生と一緒に身

に 今 年 も 桜 の 季 節 が 巡 っ て き た。 約

１２００本は伐採された。
谷畑さんは
「密

を乗り出してプロの技に見入った。

３万５０００本と言われる桜の大半はソ

集して植えられていたため、てんぐ巣病

デジタル化が進んで音楽は身近になっ

メイヨシノだ。ソメイヨシノは戦後復興

は一気に広がった」と残念そうに話す。

たが、それはいいことばかりではない。

期に全国で大量に植樹され、五月山でも

わずかな根元だけを残したソメイヨシノ

している。
学生時代はバイオリン奏者で、阪大

TEL：06-6346-8255

オーケストラに所属。当時は佐渡裕さん

「いつでも聴けるから、じっくり鑑賞し

昭和３０年代に多くが植樹された。
「老

の幹の切り株は、
切断面が痛々しかった。

が練習指揮を担当していたという。
「プ

なくなった。ＣＤを買ってきても、デー

齢化し、衰弱したソメイヨシノは全国的

また、
ソメイヨシノには忌地（いやじ）

ロでやれるほどではなかったが、音楽に

タを取り込むと目当ての曲ばかり聴い

にも増えている。五月山も例外ではない」

があり、同じ場所で育てることが難しい

携わりたかった」と研究者を目指した。

て、アルバムの中の隠れた名曲を見つけ

と、池田市公共施設管理公社・公園管理

という。「伐採した後、同じ場所にソメ

「当時は『音楽は芸術であり感性のもの。

られない」と嘆く。「最近の子はビール

センター所長の谷畑裕行さんは話す。

イヨシノは育たない。客土しても、根が

文字にして分析するものではない』と言

を飲まない。初めは苦いからね。それが

「昔は、そりゃあ豪華な桜のトンネル

客土部分を突き抜けると、
育たなくなる」

われ、こうした研究はタブーだった。で

『うまい』と思えるまで吟味しないのは

だった」と懐かしむ谷畑さんの案内で、

と話し、
「木の間隔は１０メートルが理

も、言葉にすることで味わいが変わるこ

もったいない。音楽も同じですよ」。だ

五月山ドライブウェイを走った。沿道に

想と言われているが、どの木も密集しす

ともある。ワインもソムリエのうんちく

から伊東さんは、音楽を楽しむ入り口を

あるソメイヨシノは、大きく枝を伸ばし

ぎている。２０～３０年ほど前に植樹し

を聞いて飲めば楽しいでしょう」

これからも作り続ける。

た木が少なかった。カビなどが繁殖した

た木も、すでに元気がない」と谷畑さん

音楽の多様な楽しみ方を知ってもらい

幹やてんぐ巣病に侵された枝も目にし

は困った顔を見せていた。

たいと、さまざまな企画をプロデュース

た。野生種のヤマザクラなどと比べ、ソ

新たな苗木も植樹されていた。個人の

する。「ピアノはいつピアノになったの

メイヨシノは特にてんぐ巣病などの病気

名前が書かれたプレートが掛かっている

か？」と題し、約３００年の歴史を持つ

に弱いという。「てんぐ巣病にかかると、

木もある。市やボランティア団体は、老

ピアノの変遷を、当時のピアノによる演

枝は枯死する。枯死部から腐朽菌が侵入

齢化するソメイヨシノに手をこまねいて

奏を交えて伝えたレクチャーコンサート

して他の枝や幹にまで腐朽が進み、樹勢

いるわけではない。五月山を守り育てる

は、全８回が満席の盛況だった。今は映

が衰える。病木を切り取らなければなら

「市民の森をつくる会」などが地道な保

画音楽を題材にした企画が進行中だ。

ないケースが増えている」と谷畑さん。

全活動にあたったり、市民の手でも植樹

（礒野健一）

産学連携にも積極的だ。２０１１年

１２月からは、音響機器メーカーの富士

通テン（神戸市兵庫区）とタイアップし、

池田市は２００２年、桜の苑（その）
専門は中央ヨーロッパの民族音楽の研究。「運動会
で聴くような、親しみやすい曲」

富士通テンのスタジオでミキシングを教えてもらう伊東さん（左）
。
「コンサートホールでは聴く場所によって
音が違う。それを CD 作品としてまとめる職人の技術はすごいの一言」と、新しいことを学ぶ姿は真剣だ

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。

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

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

就職活動のお手伝いをします!!
★アクセスに便利な蛍池に就活塾開校
超大手企業の元課長が「雇われる力」
の本当の引出し方と育て方を教えます
★就職活動でお悩みの大学生を対象に
４月７日、８日に無料相談会を開催（
保護者同席歓迎）相談会への参加申込
及びお問合せはＧＣＤＥ担当上田まで
090-8218-6770, gcdeinfo@gmail.com
当塾紹介 http://gcde.web.fc2.com

を続けたりしている。ソメイヨシノの代

と呼ばれた場所を中心に約２０００本の

わりにヤマザクラなどを植え、桜の名所

桜の調査をした。その結果、病気と診断

を守ろうとしている。

（進藤郁美）

「桜は剪定（せんてい）に弱い。観光地では、安全を考えると切らざるを得ない場合もある。それも衰弱の原因」
と谷畑さん

蛍池駅1分 着付教室
★着物は持っていないけど…
★何もわからないけど…
そんな方でも大丈夫！着物他無料貸出し
あり、お手持ちの物で OK。着物でお出
かけできる楽しいイベントもあります。
入学金 3 千円 月 4 回 4 千円
ご自分のペースに合わせたお稽古日を。
見学自由。お気軽にお電話ください。
蛍池 浪速きもの学院☎ 06-6843-1441

♪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。
無料体験実施中。詳しくはお電話かメー
ルでお問い合わせを。
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

3才～英会話・大人フランス語会話
新規生徒募集！春のキャンペーン中♪
月謝制「豊中 J スクール」で検索
jschooliscool@gmail.com 6853-6232

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

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

ビジネス助成金の応募申請書講座
豊能町地域の地域資源を活用した新ビジ
ネスに助成する「おおさか地域創造ファ
ンド豊能地域支援事業」の平成 24 年度
公募が 4 月から始まります。審査の要
となる応募申請書の作成についての講座
と概要説明会を開催します。中小企業で
あれば個人でも法人でも応募可能。
4 月 24 日 ( 火 )15 〜 16 時半、無料
豊中商工会議所☎ 06-6845-8006

お問合わせ先

TEL：06-6346-8255

春は花 花は桜 豊中市・池田市の桜のお勧めスポットを紹介
マチゴトは２０１１年春、豊中市と池田市の桜の名所を取材した。花見シーズンを前に、マチゴトが選
んだ桜スポットを紹介する（日付は２０１１年の撮影日）。
代表的な名所は池田市の五月山。３万５０００本も桜が山を淡いピンクに染める。豊中市の服部緑地に
も約２０００本が咲き誇る。服部緑地の日本民家集落博物館は、約２００本が古民家と一体になって、の
どかな春を演出する。
隠れた名所になっているのは、池田市の呉服の里。静かな住宅地の碁盤状の道路が、
桜で埋め尽くされる。
豊中市北条町１の西願寺橋東交差点付近は、川沿いに桜とユキヤナギが競演する。
（梶川伸）

池田市畑２、
石澄川＝４月１２日

池田市神田３、
常福寺＝４月７日

豊中市新千里東町、
東丘小学校通り
＝４月３日

池田市天神１、
豊島野公園
＝４月９日

豊中市柴原町４、 大阪大学グラウンド東＝４月５日

池田市旭丘２、 呉服の里＝４月１２日

豊中市新千里東町３、 千里中央公園＝４月３日

池田市五月丘５、 池田市立山の家＝４月９日

豊中市 ・ 服部緑地の日本民家集落博物館＝４月５日

豊中市 ・ 服部緑地＝４月５日

豊中市庄内栄町１、 中央幹線景観水路＝４月１２日

豊中市北条町１、 西願寺橋東交差点付近＝４月１２日

豊中市新千里南町３、 天竺川＝４月１２日

マチゴトのウェブ（http://machigoto.jp）
の豊中・池田データボックスの「桜の名所」
には、豊中市３０カ所、池田市２７カ所の
写真を収録しています。

マチゴトの動画サイト「いつ

もの

こと」

（http://itsmonokoto.com）は、
桜の映像（写
真、
動画）
を募集しています。詳しくは６ペー

池田市五月丘５、
五月山緑のセンター＝４月９日

豊中市稲津町１、
さくら広場＝４月４日

ジをご覧ください。
池田市綾羽２、 五月山公園 ・ 夜桜＝４月７日

5
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いつ・もの・こと 豊中版

http://www.itsmonokoto.com
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いつ・もの・こと 豊中版

http://www.itsmonokoto.com
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お問合わせ先

日替わり、国替わりシェフと国際交流 サパナ
豊中市内で外国人の生活支援に取り組

てほしい」と懸命だ。

TEL：06-6346-8255

8

編集長のズボラ料理(26) べったらサーモン
僕のおふくろは、ご飯の時に「漬け物

仕事ばかりで、ほとんど遊びに行った

むＮＰＯ法人「国際交流の会とよなか
（Ｔ

ペルーから来て１４年になる日系３

さえあれば、なあーんもいらん」と言う

ことがないとも話す。そして夢は、ハワ

ＩＦＡ）」（代表・葛西芙紗さん）が、世

世のグラディスさんは「牛肉とジャガ

のが口癖だった。僕も６０を過ぎて、そ

イに行って、ビキニを着ることだと明か

界と出会う空間「カフェ・サパナ」をオー

イモを煮込んだロモサルタードなどの、

の域に達してきた。生きた年数と、漬け

した。この話に僕も含め、店の客が乗っ

プンさせた。豊中市と池田市に住む外国

国の家庭料理を知ってほしい」と話す。

物好き指数は正比例するに違いない。い

た。
「おばちゃんとハワイに行こう」

人が、腕によりをかけて作った自国料理

フィリピン出身のビッキーさん＝写真＝

や、正比例どころか、人生の半ば以降は

夢は実現した。ただし、ハワイは金が

やおやつを振る舞うほか、世界の文化と

は「チキンを煮込んだアドボをぜひ食べ

加速度を増し、漬け物だるにどっぷりと

かかるので、鳥取県の羽合（はわい）温

触れ合えるイベントなども開催する。

てほしい」と自信を見せる。ランチは

漬かっていく。

泉で我慢してもらった。カニ食べ放題の

ＴＩＦＡは１９８５年に設立された。

安い日帰りのバスツアーである。

７００円で、当面は１日限定２０食。マ

大阪・北新地のはずれに、居酒屋「大

外国人の生活相談や子育てサロンなどを

ネージャーの安本洋子さんは「いろんな

輝」がある。女将はおふくろほどの年齢

開催し、地域に根ざした国際交流活動を

国の人や料理、文化に出会えるお店。つ

だが、なかなか肝っ玉が据わっている。

すると女将は係の人に頼んだ。
「漬け物

している。２０１１年１０月、メンバー

ながりを作る場にできたらいい」と話し

雑誌や新聞から取材を受けると、何年も

ちょうだい」。一口もカニを食べていな

の念願だった交流の場の開設を決めた。

ている。土曜にはネパールのカレーを手

の間、５０代で通していた。２年ほど前、

いのに、である。漬け物が来た。
「キュ

呼び掛けで集まった７人の外国人と一緒

で食べるイベントなど各国の食と文化に

ついに実年齢を告白し、８０代に入った

ウリのキュウちゃんみたいなもん、大阪

に試食会を重ね、食材や味付け、サービ

触れる企画も準備している。（進藤郁美）

と言っていたから、何十年も年をとらな

でも食べられる」と、だだをこねる。仕

かったことになる。お化けである。

方がないので、温泉に入っての帰り、ト

ス方法などを勉強し、オープンにこぎつ

けた。店名のサパナはネパール語で
「夢」

ＴＩＦＡカフェ

Ｎ

サパナ

という意味。世界の多様な文化を共有で

きる場にしたい、という思いを込めた。
ランチは月曜が韓国、インドネシア、

火曜がインド、水曜がベトナム、木曜が

ネパール、金曜日がペルー、フィリピン

の料理。外国から移り住んだ７人が、日

替わりでシェフになる。それぞれ自国の

調味料や食材にこだわって自宅で下ごし

らえをするなど、
「本場の料理を味わっ

若林
ビル

タンダ医院
自転車
駐車場

阪急
宝塚
線

ホテルアイボリー
近畿
大阪銀行

豊中駅

そんなつわものなので、話は面白いの

イレ休憩の道の駅で地元の漬け物を買っ

だが、聞いている方は混乱する。店で出

た。それをバスの中で食べ、はわいへの

すゆで卵は、「伊勢神宮の卵」と言い張

旅は終わった。ビキニ姿を見ることはな

る。ほんまかいな。僕はスーパーで、イ

かったが。

セ食品の卵というのを見たことがあるの
ボーゼム
豊中
第一ビル

豊中
阪急ビル

阪急豊中駅北改札口から約 3 分

【TIFA カフェ・サパナ】豊中市本町 3 － 3 － 3 ▽ランチ＝月～金曜 11 時半～売り切れまで。カフェ＝月～土
曜 10 時～ 17 時▽ 06 － 6840 － 1014

つまみ食い② きむけん家 チャーシューと煮豚

はわいの旅館で、
焼きガニが始まった。

べったら漬けを買ってくる。薄い輪切

で、密かにそれではないかと疑っている。

りにして、スモークサーモンを挟んでサ

女将は大変な苦労人だ。３歳の時から、

ンドイッチ状態にし、少し時間を置いて

芸者の履物を揃える仕事をしていたと言

から食べる。サーモンは切り落としで良

う。ウ～ンとうなる。だが、泣ける話な

いが、厚めで脂がのっているものが合う

ので、これは信じることにしている。

ような気がする。

（梶川伸）

キュウリの漬け物など色のついた野菜を千切りにして乗せても良い

北摂麺大使⑤ 吹田市・麺屋えぐち

電気通信工事業の新日通（豊中市桜の

（とん）がらし」
、豚にゴマを詰め込んで

町）が２０１０年１２月、イズミヤ庄内

焼いた「豚（とん）ごま」を、オリジナ

屋えぐち」へ行ってきた。地下鉄御堂筋

老若男女問わず支持を集める。しょうゆ

店のすぐそばに、チャーシューと煮豚の

ルなチャーシューとして売り出した。い

線江坂駅から歩いて５分ほどの店の前に

のコクも効いており、ご飯と一緒に食べ

専門店を開いた。本来の業種とはお門違

ずれも１００グラム５００円。（梶川伸）

は、昼も夜も行列が絶えない。

てもおいしい一品だ。

北摂エリア屈指の人気店、「麺（めん）

ツオ、
昆布などのだしが効いたスープが、

いだが、店長の小林健太郎さんは「オー

店主の江口卓哉さんが店を構えたのは

ナーが食品に興味があったことと、専務

３年半前。「天神旗」と「カドヤ食堂」

と振り返る。
「そろそろ新しいこともし

の弟がラーメン店で働き、秘伝のたれを

という、大阪の名店で計５年の修行を経

たいですね。
自家製麺や、
濃厚な豚骨スー

覚えたことがきっかけ」と話す。

て出店した。店はカウンター４席と４人

プにも挑戦したい」と笑った。ファンに

がけテーブル１卓と小さい。人気店と

とっても楽しみな挑戦だ。 （礒野健一）

豚肉は朝仕入れたものをすぐさばき、

巻きずしのように丸めて糸で縛り、たれ

なった今は、もう少し広い

に漬けた後、特製のオーブンでその日の

店舗でもいいのではと思う

うちに焼きあげる。煮豚は寸胴（ずんど

が、
「お客さん１人１人の

う）鍋で半日煮てから火を止め、翌日ま

顔を見ていたいから」と首

で鍋の中で眠らせる。
「添加物を使わず、

を横に振る。
「忙しいと最

手作りで、柔らかくジューシー」と小林

後に『ありがとうございま

さんは自信を見せ、
「形よく出来上がっ

した』と言うくらいしかで

たらうれしい」と語る。

きませんが、ちゃんと目を

チャーシュー、煮豚とも肩ロースとバ

見てあいさつをしたいんで

ラがある。１００グラム４５０円。す

す」
。客との距離が近い店

べ て ３００グラ ム 以 上 の １ 本 売りで、

が、江口さんの理想だ。

１４００円前後のものが多い。
最近、トウガラシをまぶして焼いた
「豚

チャーシュー工房きむけん家＝豊中市庄内西町 3 －
7 ▽ 10 ～ 18 時▽水曜休▽ 06 － 6331 － 5529

看板メニューの中華そば
（６５０円）は、トリ、カ

「開店から今まで、ただ必死でした」

【麺屋えぐち】
吹田市江坂町 1 － 4 － 20 ▽ 11 ～ 15 時、
18 ～ 23 時
（日
祝は 22 時）▽月曜、第 3 火曜定休▽ 06 － 6338 － 0077

お問合わせ先

西国街道をゆく①池田市石橋～伊丹市下河原
西国街道は京都から九州に通じる古く

からの幹線道路で、池田市を通過する。

住民によって、１９４３年に造られた。
壕は地下に掘ってあり、長さ１０メー

TEL：06-6346-8255
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阪急ものしり帳⑥ ドアの閉め方
駅で車掌が電車のドアを閉める時の手
順を、阪急電鉄広報部に取材した。
ホームが直線で見通しが良い場合は、

はドアをもう１度開ける。
トラブルがなくドアが閉まると、モニ
ター室は「ト」に加えて「○」のライト

阪急石橋駅から南に３００メートルほど

トル、幅３～４メートル、高さ２メート

行くと踏切があり、そこで能勢街道と西

ルのコンクリート製。危険なので、地上

車掌が客の乗車状況を目で判断してドア

をつける。車掌は「合い図よし」と声を

国街道は交差する。今回はここを起点と

の入り口はコンクリートの格子で閉ざさ

を閉める。ところが、駅で線路がカーブ

出し、「チンチン」という電子音（短２

し、池田市内の西国街道のうち、西に向

れていた。

している場合は、乗客が乗り込む様子が

点と呼ぶ）を、運転席に送る。運転席に

神社を出ると、すぐに中国自動車道に

車掌には見えないドアが出てくる。豊中

も戸閉合図器の小型があり、それと短２

起点の踏切には、
「西国街道」の文字

ぶつかる。西側に渡るには、２つの地下

駅や石橋駅がそうだ。そのような駅の

点を確認した後、運転士は出発信号機に

が見える。そこからは住宅街に入り、道

道を通るが、直前に見た戦争の遺物とダ

ホームには、戸閉合図器（とじめあいず

従って電車を発車させる。

は蛇行（だこう）しながら続いているの

ブる。地下の空間はどうも薄気味悪い。

き）と呼ばれる信号のよう

けて歩いた。

で、旧街道らしい雰囲気を作り出す。街

街道は中国自動車道で分断されるた

道を外れた正光寺に寄ってみようとした

め、道筋が途切れる。若いお母さんに聞

が、住宅街の入り組んだ場所にあるので

くと、西国街道自体を知らない。年配の

は、カメラが設置してある。

分かりにくい。通りかかった人に聞くと、

男性はよく知っていて、受楽寺にある桂

その映像を見るモニター室

わざわざ近くまで送ってくれた。外観の

春團治（はるだんじ）の碑を見るように

が駅の中にあり、係員が常

写真を撮って、再び街道を進むと、左手

勧められた。碑は山門の前にあった。初

駐している。乗客が乗り終

に住吉神社が現れる。境内は鎮守の森を

代、二代目の春團治の遺徳をしのぶもの

わると、係員は戸閉合図器

形成していて、本殿のほかに稲荷大明神

で、三代目とその後援会が建立した。

に「ト」の形をしたライト

な設備がある。
車掌が見えない部分に

がまつられ、赤い鳥居が連なっていた。

寺の北側には、弁慶の泉がある。源義

をつける。それも見て車掌

出会った人と雑談をしていると、防空

経が頼朝に追われて西国街道を逃げてい

はドアを閉める。駆け込み

壕（ごう）が残っていると言う。防空壕

く途中に、家来の弁慶が水を飲んだとい

乗車があれば、モニター室

は十二神社の境内の奥にあり、説明板も

う言い伝えのある井戸。柵で囲まれてい

は「ト」を点滅させ、車掌

設置してあった。ここは大阪第二飛行場

るが、今も水をたたえている。マチゴト

（現大阪空港）に近く、太平洋戦争の激

３６号の漫画「とよいけ劇場」でも取り

化で空襲の恐れがあるため、旧の北今在

上げられた。弁慶の泉から間もなく、街

家、北轟木（とどろき）町、西市場町の

道は伊丹市に入る。

（梶川伸）

（梶川伸）

豊中駅の戸閉合図器。この状態を駅員らは「トマル」と言う

自然で遊ぼう⑥ 旧暦と桜の開花の関係
旧暦ってご存知ですか？ 今使ってい

いつもは３カ月の春が４カ月になりま

るカレンダーは、地球が太陽を１周する

す。３月初旬の季節の変わり目の雨が長

のを基準に３６５日で作られています。

かったのも、その影響かなと思います。

旧暦は、月の満ち欠けを基準にし、３０

旧暦を楽しむ生活も面白いですよ。

日を１カ月として１年は３６０日です。

【木村太郎】株式会社ＥＧＧＳ代表。さ

この５日の差を埋めるために旧暦では閏

つきやま森の幼稚園園長。池田市在住。

月（うるうづき）というものがあり、今

五月山での様々な自然体験などを提供。

年は３月が２回あることになっていま

子どもも大人も自然にもっと触れてもら

す。不思議な感じですよね。

いたいと活動中。

私たちネイチャーガイド
は旧暦をよく利用します。
花 の 開 花、 魚 の 釣 れ る 日
などにズレが少ないと思う
からです。では、今年の桜
の開花予想は？

去年の五

月山の開花が新暦の４月２
日。旧暦でいうと２月２９
日。では今年の旧暦の２月
２９日はというと、新暦の
３月２１日。さて、この予
想は当るのか？

十二神社の境内にある防空壕。太平洋戦争中、地域の住民が造った

今年は閏月があるため、

気軽にお寺に⑤飛鳥時代の礎石 豊中・看景寺

2 月に池田城跡公園で咲いていた十月桜。春の桜はいつ開花するのかな

第５回読者とゆく能勢街道に３４人

飛鳥時代には、寺の北東に金寺（こん

生徒は３日間寺に通い、写経をするほか、

じ）と呼ばれる巨大な寺院があったと推

豊島住職の母百合枝さんの指導で華道、

の５回目が３月３日にあり、３４人が参

と名づけられた梅林、学生食堂、大阪大

測されている。
「金寺千軒と言われ、塔

茶道にも取り組む。「感謝の心を教えた

加した。連載記事「能勢街道をゆく」を

学総合学術博物館、待兼山の山頂などを

頭（たっちゅう＝子院）が多く、うちの

い」
。そんな気持ちが通じてか、生徒は

執筆した梶川伸が説明役となり、阪急豊

見て回った。学生食堂の見学は珍しかっ

寺もその１つ」と、
豊島了雄住職は語る。

初体験の印象を下の学年に伝え、体験学

中駅から石橋駅までの街道やその周辺の

たようで、参加者の中には散会後、学生

境内の隅に、大きな石がある。金寺の

習が１０年以上も続いていることを、豊

街歩きを楽しんだ。

と一緒に昼食をとる人もいた。

塔の礎石だと見られている。石の上面中

央部に、直径６０センチほどのくぼみが

ある。塔の中心柱を据えた部分で、大き

島住職は喜んでいる。

（梶川伸）

【看景寺】豊中市本町３－１４－３２
▽０６－６８５２－４１１２

マチゴト主催「読者とゆく能勢街道」

一行がまず訪れたのは、豊中駅に近い

マチゴト川柳の選者を務める田中螢柳

看景寺。先代住職の妻、豊島百合枝さん

さんも参加し、街道歩きの最中に作った

の説明で、境内にある卜伴錦（ぼくは

句を披露した。

な塔だったことを物語る。

んにしき）
、太郎冠者（か

礎石が看景寺に置かれた経

じゃ）
、加茂本阿弥（ほん

緯は、はっきりしない。

あみ）といった品種のツバ

寺は豊中市の本町商店街

キを観賞した。

に近い。商店街との関係は

千 里 川 を 越 え、 江 戸 時

深く、七夕のイベントの際

代 は「 皿 池 の 坂 道 」 と 呼

は、寺が休憩所になる。境

ばれた難所を登った。石橋

内で紙芝居などの催しもす

駅近くから移築された旧麻

る。背景には「気軽に寺に

田藩の陣屋門、江戸時代の

来てほしい」という思いが

庶民派医師として知られる

ある。

園井東庵の記念碑などを訪

第十三中学校の生徒の体

験学習も、受け入れている。

生の案内で、
「正田建次郎先生記念の梅」

飛鳥時代の礎石の横に立つ豊島住職。先代住職が好きだったツバキも境
内を彩る

ねた。最後に大阪大学豊中
キャンパスへ。参加者は学

学生の案内で大阪大学のキャンパスを散策する参加者

（梶川伸）

2012. 3.22 vol.37

お問合わせ先

83.7ＭＨｚ ＦＭ千里の声⑰ 金曜つぶやき電波台

TEL：06-6346-8255
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ひったくりにご用心 自己防衛で１００％回避可能

「金曜つぶやき電波台」
（金曜１６～

かな街や文化にあこがれた」という。千

今年に入って豊中市内でのひったくり

１８時）は、リスナーからツイッターを

里は「そうした大阪のイメージとは真逆

件数が増えている。２月末には阪急曽根

①②に関しては効果があり、
「これで

通じてリアルタイムに返ってくる反応が

で、のんびりとした雰囲気。子どもたち

駅西側付近で、単車によるひったくりが

被害にあったケースはない」と豊中署は

の声がよく聞こえる街」と印象を語る。

特徴だ。パーソナリティーを務めるのは

周囲へ注意を向ける。

相次いで報告された。豊中警察署生活安

言う。自転車に乗る場合、「新聞紙１枚

福富早苗さんと木下貴道さんの２人。福

「伊集院光さんが目標。日常を伝えて爽

全課は「ひったくりは防犯対策を取れば

を荷物の上に乗せるだけでもいい」らし

富さんは「はがきはもちろん、メールや

快感を与えたい」と笑顔を見せた。（礒

１００％防げる犯罪」と注意を呼び掛け

い。ひったくりは一瞬の犯行なので、犯

ファクスも、１度文章を練ってから送

野健一）＝コミュニティＦＭ千里木曜日

ている。

人に少しでも手間がかかると思わせるの

る。その点でツイッターは本当に“つぶ

午前１１時から、マチゴトの記事を紹介

やき”という気軽さで、思わぬ言葉が出

する「まるごと・マチゴト」放送中

豊中署管内で２０１１年に被害届が

が肝心なのだ。③に関しては、性犯罪や

あったのは３０件。その内２８件は女性

交通事故に巻き込まれないためにも用心

る面白さがある」と番組の

が被害に遭い、２５件は単車による犯行

しなくてはならない。

良さを話す。早ければ２秒

だった。時間帯では午後６時～午前２時

このように、ひったくり対策は簡単に

後には、リスナーのツイー

が多く、中でも午後１０時～午前０時が

実行できるものばかりだが、それでも被

トを番組で取り上げるとい

目立っている。「終電などに乗ってきた

害がなくならないのはなぜなのか。生活

う。
「ツイートは誰でも見

女性が、人通りの少ない道に入ったとこ

安全課の門脇正人課長は「自分だけは大

られるし、記録が残るので

ろを単車で狙われるケースが多い」と豊

丈夫という油断」と指摘する。警察が注

透明性が高いのも特徴」と

中署は分析している。

意をしても「取られて困るほどのお金

続け、より近い距離感でリ

ひったくりに遭う人には共通点がある

は持たない」と軽く聞き流されることも

スナーとやり取りができる

という。車道側にカバンを持って歩いて

多いという。しかし、ひったくりに遭っ

ことが楽しいと話した。

いる人。自転車のかごにカバンを入れて

て失うのはお金だけでない。クレジット

いる人。路上で携帯電話の操作をする人。

カードや免許証、携帯電話、鍵――別の

携帯音楽プレーヤーを聞きながら歩いて

犯罪に悪用される恐れがあるものばかり

いる人だ。つまり、ひったくりに遭わな

だ。名前と住所を知られ、家の鍵も盗ま

いためには、①歩く時にはカバンを車道

れるだけでも気持ちが悪いが、携帯電話

と反対側に持つ。またはたすき掛けにす

に保存している写真や個人情報を流出さ

る②自転車のかごに防犯カバーを装着す

れる場合もあるらしい。ひったくりを甘

る③携帯電話等の操作はなるべく避け、

く見ず、くれぐれも用心を。
（早川方子）

福岡県出身の木下さんは

「ウルフルズの『大阪スト

ラット』のような、にぎや

「千里なので太陽の塔です！」とおどける木下さん（下）と、「番組はこ
んな感じで明るく楽しくやってます」と笑う福富さん

花束は一期一会 花の部屋・宮下真由美さん
豊中市本町４のフラワーショップ「花

れを表現するための花選びが掛け合わ

の部屋」は、１９８０年２月に宮下浩さ

さってできた花束は一期一会」。それが、

んが開いた。長女の宮下真由美さんは５

作り手としての真由美さんの実感だ。

年半ほど前から店に立ち、２代目として

マチゴトは次号（３８号）から、
「心

の修業をしている。
「花には変化があっ

の花束」を連載する。「花束に込められ

て、香りがあって、季節感がある。花は

たストーリーを、作り手としてどう表現

楽しいもの」だと真由美さん。４月には

したかを伝えたい」と、真由美さんは、

産休をとっていた次女の中井由香利さん

記事への思いを語る。

も復帰し、もっと多くの人に花の楽しさ

（進藤郁美）

を伝えていきたいという。
スイートピーなどの春の

花に囲まれた店内で、真由

美さんは「花はきれい、か

わいい、癒しだけではなく、

それを超えたパワーの持ち

主。美しく、はかなく、で

も人間より強いと感じる」

と話す。
店には誕生日や入学・卒

業祝い、お見舞い、記念日

などに贈る花束の注文も多

い。
「花に託す思いと、そ

「花の部屋」豊中市本町 4 － 1 － 28 ▽ 9 ～ 19 時（火曜定休）▽電話
06 － 6848 － 1187 ▽ http://www.hananoheya.com/

自転車の防犯カバーを配布・設置する豊中警察署員ら＝阪急曽根駅前で

お問合わせ先

第８４回選抜高校野球大会（毎日新聞

「何かを『してあげる』のではなく、
『共

のアマチュア人形劇団「ねこじゃらし」

に成長できる活動』でありたい」
。３月

のメンバーが園を訪問し、公演を行った

社、日本高校野球連盟主催）の組み合わ

４日、大阪市北区の中央公会堂で行われ

のも、
そんな思いに共感したからだ。「日

せ抽選会が３月１５日、大阪市北区の

たカンボジアこどもスマイル（ＣＣＳ）

本の子どもたちより素朴で素直な反応が

毎日新聞大阪本社オーバルホールで開

の活動報告会で、代表の新見香さん（池

新鮮で、
まず何より自分が楽しんだ」と、

かれ、参加３２校の１回戦の対戦校が決

田市）はそう抱負を語った。

同行した加納雅子さんは話した。

まった。２年連続で出場する履正社（豊

ＣＣＳは４月１５日に、豊中市宮山町

中市）は、通信制高校として初めて出場

ムリアップにある孤児院
「だるま愛育園」

１の輸入ワイン店「ヴァイアンドカンパ

する地球環境（長野県）と大会第４日第

の支援をする団体だ。２００８年、新見

ニー」で子どもたちが作った雑貨を販売

２試合で対戦する。

さんは池田青年会議所の活動を通じ、
「だ

する。
「今は支援として『買ってもらっ

履正社の小保根誠主将は「投手を中心

るま愛育園」の設立者で、カンボジアで

ている』だけ。商品としてしっかり評価

としたプレーで全力で戦っていきたい」

井戸掘り活動を続ける東大寺の僧侶、内

されることで、園が経済的に自立する。

と話した。地球環境の坂本大地主将も
「履

田弘慈さんと知り合い、自らも現地で子

まだ販売額は園の運営資金の１割未満。

正社は有名な高校。名前負けしないよう

どもたちと触れ合った。２０１０年、内

頑張りたい」
。新見さんは優しく、そし

に臨みたい」と意気込みを語った。

田さんが病に倒れると、
「誰かが引き継

て真剣に未来を見据える。 （礒野健一）

開会式の選手宣誓は石巻工業（宮城県）
の阿部翔人主将がくじを引き当てた。

がねばならない」と手を挙げた。
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センバツ高校野球 履正社の初戦相手は地球環境

カンボジアこどもスマイル「自立する支援を」

ＣＣＳはアンコールワットの街、シェ

TEL：06-6346-8255

（早川方子）

園の運営資金は、内田さんがたくはつ

初戦に向けてガッツポーズを取る履正社の小保根主
将（右）と地球環境の坂本主将

で集めるなど、大半を募金や寄付に拠っ

緑のサヘル支援コンサート ４月１５日に池田で

ていた。
「自立しなければ継続は無理」

と現地で農園も始めていたが、自給自足

とはほど遠い。新見さんも園の経済的自

アフリカの砂漠で木を植えている日本

第２部のテーマも歌った。横山さんは

立が重要と考え、同時に「支援者もお金

青年を支援する会（坪居壽美子代表、池

ショパンのピアノソロ２１２曲を１８時

を出すだけではつまらない」
との思いが、

田市）は４月１５日午後３時から、池田

間で暗譜演奏し、話題となった。グノー

冒頭の言葉につながる。
「双方向の人的

市民文化会館アゼリアホール（天神１）

の「ファウスト」より「宝石の歌」
、
ショ

交流を行い、かかわる人の学びの場とな

で、コンサート「森麻季＆横山幸雄スペ

パンのスケルツォ２番などを演奏する。

ることが大切」という。１月末に池田市

CCS 設立は 2011 年 4 月。活動報告会で今後の計
画などを語る新見香さん（中央）

シャル・デュオ」を開く。入場料の中か

当日４３００円、前売り３８００円。

ら１００万円を目標に、ＮＧＯ「緑のサ

池 田 市 民 文 化 会 館 な ど で 販 売 中 だ が、

ヘル」（本部・東京）に寄付する。
緑のサヘルは、アフリカのチャドや

残りわずか。問い合わせは支援する会

（０７２－７６１－０５０８）
。
（梶川伸）

タンザニアなどで植樹活
動をし、毎日新聞が創設し
た地球未来賞を２月に受賞
した。支援する会は、緑の
サヘルへの援助活動を続
け、これまでの寄付金は約
１８００万円。坪居さんは
「気がついたら２０年。コ
ンサートも定着してきた」
と話す。
森さんは日本を代表する
ソプラノ歌手の１人で、テ
レビドラマ「坂の上の雲」

コンサートの準備をする支援する会のメンバー。中央が坪居さん

ありがとう

「ねこじゃらし」のメンバーと「だるま愛育園」の子どもたち。人形劇公演は日本語で行われたが、
「ぴょんぴょ
ん」といった擬態語が園の流行語になるなど、大いに盛り上がった（加納雅子さん提供）

かぞくで、キャンプに行きました。朝
早く、電話がありました。びっくりして、
いそいで長さきしへ車で、むかいました。

池田発の復興支援 青年連合アトラス始動

たしたちが、元気にくらしています。あ
りがとう。
長さきしのホールには、黒いふくをき

長さきしには、ひいおばあちゃんがい

た親せきの人がたくさんいました。わた

ます。９４さいで、海の近くに、すんで

しは、「ありがとう」と言って、ひいお

いたけど、３年前に、入いんしました。

ばあちゃんのつめたい手をにぎりまし

池田商工会議所青年部、池田市商工業青

せが高くて、細くてやさしくて、かしこ

た。どんなことにもまけない強い心を

年会、池田青年会議所、ＩＫＥＤＡ ｃ

い、じいじのお母さんです。せんそうの

もってわたしもがんばります。ひいおば

ｏｌｌｅｃｔｉｏｎ実行委員会が中心と

とき、原ばくで長さきは、めちゃくちゃ

あちゃん、ほんとうにありがとう。

なって、「池田青年連合アトラス」を組

でたくさんの人がしにました。その中で、

＝五月丘小学校２年（２０１１年度）吉

織した。

がんばっていきて、子どもたちをそだて

本花音（かのん）さん（池田「伝えよう！

てすごいと思います。そのおかげで、わ

いのちのつながり」第１４回作品から）

東日本大震災の復興を支援しようと、

アトラスは「みんながみんなのため

に」を合言葉に、１年間で１億円を集め

3 月 11 日にイベントを開いたアトラス。今後も市
内のイベントに参加して募金を集める

災発生から１年の３月１１

はま田先生へ

日、プロジェクトを始動さ

わたしが、「ありがとう」をつたえたい

だけうまくなって、本をよむのがすきに

せた。実行委員長の西川裕

のは、はま田先生です。

なってきました。

朗さんは「池田の熱い思い

先生のおかげで、わたしは本よみが、と

また、これからも本よみをがんばりたい

を届けたい」と話し、事務

てもすきになりました。

です。

局長の福田優子さんは「池

１学きにべんきょうした、「お手紙」と

田の底力を見せたい」と意

いうおはなしで、本よみがうまくなるほ

気込みを語る。３月１２日

うほうをおしえてもらいました。

＝北条小学校２年（２０１１年度） 篠

現在、寄付金は約１５０万

先生は、
「つよくよむところと、よわく

原希来さん

円。アトラス口座「池田泉

よむところをみつけてよもう」と、おし

州銀行・池田営業部・普通

えてくれました。

９１９８２」でも募金を受

わたしは、おしえられたように、なんど

て、被災地に届けようという試み。震

け付けている。（進藤郁美）

「池田市民 10 万人を巻き込み、復興に協力したい」と話す西川さん（右）
と福田さん。問い合わせは池田市危機管理課 072 － 754 － 6263

もれんしゅうをしているうちに、すこし

希来より

（豊中「伝えよう！いのちのつながり」
第３回作品から）
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マチゴト川柳
題﹁花見﹂﹁パスポート﹂

◇秀句◇病癒え生きてる証花の下︵松崎令子︶

日本の四季が嬉しい花吹雪︵山藤聖︶

◇佳句◇パスポート自分探しの旅に出る︵木下栄子︶

パスポートも私も期限切れになる︵白井笙子︶

◇入選◇みちのくに笑顔はまだか桜咲く︵佐久間文章︶

青い鳥に会いにゆきたいパスポート︵橋本カンナ︶

大阪弁しか話せないパスポート︵辻部さと子︶

哲学の道酔い痴れる花吹雪︵佐々木綾子︶

パスポート写真は若い時のまま︵平野へいや︶

席取りのブルーシートで昼寝する︵水上一憲︶

田中螢柳選

老い二人初めて持ったパスポート︵サマオール雄子︶

2 5（日）

梅桜どの花もよし花見酒︵浦みち子︶

10 時〜 12 時。話や遊びでフィンランドについて学ぶ。対象は小学生。定員 20 人。1 人 300 円。先着順。
とよなか国際交流センター 06-6843-4343。

一度しか使わなかったパスポート︵中村和︶

おまつり地球一周クラブ フィンランドを知ろう／とよなか国際交流センター

腹巻きに後生大事にパスポート︵朝倉軼子︶

11 時半〜。池田駅前の池田中央市場に大阪大学落語研究会が登場し、落語や大喜利を披露。市場で
は「まかない鍋」や「阪大焼きそば」など、その日だけのメニューも出る。入場無料。いけだサンシー
072-751-5591。

予算とも相談をしてパスポート︵日野ミネ子︶

いけだの市場・春祭／池田中央市場

大阪市北区梅田３ー４ー５毎日新聞ローカル

13 時半〜 15 時。家庭にある身近な物を使ったマジックを体験し、科学の仕組みを知る。牛乳パック
などの廃品を使ったおもちゃ作りも。当日 13 時から受付。定員 30 人。先着順。生活情報センター
くらしかん 06-6858-5060。

マチゴト川柳の次回の題は﹁出会い﹂﹁テレビ﹂です︒はがきに住所︑氏名︑電話

2 4（土）

科学マジック・おもちゃ作り／豊中市・生活情報センターくらしかん

番号を記入し︑〒５３０ー８２５１

9 時〜 17 時。1934 年の庄内小学校校舎建設工事中に出土し、弥生土器と土師
器の両方の特徴を持つ「庄内式土器」や、弥生時代の木棺に納められ、腰骨に
石槍が刺さった勝部遺跡の人骨など歴史的にも貴重な考古資料、約 40 点を展
示。入場無料。豊中市教育委員会地域教育振興室 06-6858-2840。

投句可︒

開催中

郷土の文化財展とよなか発掘（28日まで）／豊中市役所第二庁舎ロビー

﹁マチゴト川柳係﹂へお送り下さい︒締め切りは４月５日︵必着︶︒１題２句まで

3月後半〜4月前半の催し物ピックアップ

TEL：06-6346-8255

イラスト・佐藤星河

春のカーニバル・おもちゃ教室／豊中市・蛍池公民館集会場（ルシオーレビルA棟5階）
13 時半〜 16 時半。親子でおもちゃを作る。参加無料。当日受付。持ち物不要。大阪府シルバーアド
バイザー連絡協議会とよなか藤田さん 06-6872-8246。
第5回東豊台コンサート 〜東日本大震災復興支援コンサート〜／豊中市立第十五中学校体育館
13 時〜。第十五中学校吹奏楽による演奏や、豊島高校の声楽アンサンブル、田中勉さんらソリスト
による声楽も。15 時半ごろから、東豊台「第九を歌う会」が「歓喜の歌」「ふるさと」を披露する。
主催は東豊台公民館。入場無料。問い合わせは岡田さん（東豊台小学校）06-6849-5765。

2 7（火）

ひらパー入園招待券４枚１組を１０人にプレゼント
マチゴトは、ひらかたパーク（枚方
市）の入園招待券（イベントホール入館

春のこども館まつり／池田市・綾羽こども館

券付き、１枚１８００円相当）を４枚１

13 時半〜 15 時半。手作りスマートボール、輪投げ、まとあて、ミニバザーなど。無料の工作コーナー
も。綾羽こども館・吉田さん 090-7343-9367。

組にして１０人にプレゼントします。イ

パラモデルと豊中パラレルエアライン（4月1日まで）／豊中市立市民ギャラリー、大阪空港中央ブロック３

ベントホールで開かれている体感アトラ

階など

クション「ONE PIECE メモリアルログ

10 時〜 19 時（最終日は〜 17 時）
。豊中市制施行 75 周年記念事業で、現代美術ユニットのパラモデ
ルを迎え、大阪空港などを題材とした作品を展覧する。豊中市文化芸術室 06-6858-2717。

超新星編完結

in

ひらかたパーク」も

この入園招待券で楽しめます。入園招待

2 8（水）

券は７月８日（日）まで有効です。

温室展示草花の配布／池田市・夫婦池公園テニスコート管理棟前
10 時〜。展示草花の入れ替えのため約 50 鉢を無料配布。1 人 1 鉢で抽選。緑のセンター 072-7527082。

はがきに「ひらかたパーク」と明記
し、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話

2 9（木）

番号、職業と本紙の感想を記入のうえ、

クリーンランド環境フォーラム／豊中市・クリーンランド

〒５３０－８２５１

13 時半〜 15 時半。大阪産業大学講師・花嶋温子さんによる講演「環境で社会を明るく ごみから考
えるこれからの日本」や、施設見学。定員 80 人。先着順。クリーンランド 06-6841-5774。

－４－５

3 1（土）

大阪市北区梅田３

毎日新聞ローカルまでお送り

ください。締め切りは４月６日（当日消
印有効）。発表は入園招待券の発送をもっ

家庭でできる親のための科学実験教室／池田市・水月児童文化センター

て代えさせていただきます。

10 時〜 12 時。元府立高校物理教師、江角陸さんに、家で子どもに見せることができる科学実験を学
ぶ。小学生の子どもがいる保護者対象。先着 10 人。600 円。水月児童文化センター 072-761-9233。

野乃鳥のチキンカレーを１０人にプレゼント

1（日）

春の古本再利用市／池田市・池田駅前公園
9 時〜 11 時半。文庫本、単行本、児童書などの安価販売。乾燥させて切り開いた牛乳パック 5 枚を
古本１冊と交換。池田市リサイクル協会事務局 072-754-6240。
さつき作り講習会／豊中市・中央公民館

(C) O ／ S・F・T

播州百日鶏で知られる焼き鳥専門店
「野乃鳥」が作ったレトルトチキンカレー

印有効）。発表は商品の発送をもって代
えさせていただきます。

（大人の中辛、２００グラム、５２５円）

13 時〜 15 時。豊中さつき会を講師に招き、4 月〜 5 月の栽培管理、小品幼木苗の配布を行う。鉢植
えのさつき１〜３鉢、選定ばさみなどの手入れ用具、筆記用具は持参。申し込みは当日会場で。豊中・
中央公民館 06-6866-0555。

7（土）

２個１セットを１０人にプレゼントしま
す。国産鳥むね肉、国産タマネギ、ニン
ジンを使用した本格カレーをお楽しみく

第58回池田五月山さくらまつり（8日まで）／池田市・城跡公園、五月山公園ほか
10 時〜 15 時。市民野だてや邦楽演奏会。3 月 30 日〜 4 月 13 日は俳句大会。
3 月 30 日〜 4 月 23 日は写真コンテストも開催。3 月 30 日〜 4 月 11 日
（開花にあわせて）日没〜 22 時半は夜桜も。観光・ふれあい課 072-7546244。

ださい。はがきに「野乃鳥カレー」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
－４－５

大阪市北区梅田３

毎日新聞ローカルまでお送り

ください。締め切りは４月６日（当日消

8（日）

30 種類のスパイスをオリジナルブレンドしたカ
レー粉を使用

落語大学おたな寄席／池田サカエマチ商店街特設会場
13 時〜。関西大学落語大学がサカエマチ商店街に登場。春らしい落語を披露する。入場無料。いけ
だサンシー 072-751-5591。

1 4（土）

トヨタ待望の本格スポーツカー「８６」デビューイベント／豊中市稲津町2-4-1

大阪・豊中店

ネッツトヨタニューリー北

トヨタ自動車の新型スポーツカー「８６（ハチロク）」のデビューイベント。見て、触って、その魅
力を存分に味わえる。先着 86 組限定。申し込みは 06-6863-6501、area86@netznewly.co.jp、担当・
井手さん、金澤さん。ウェブ検索「86 マスターブログ」

1 5（日）

第33回おやこまつり／豊中市・服部緑地民家集落博物館南広場
10 時半〜 15 時。小雨決行。大雨の場合は 22 日に延期。豊中池田おやこ劇場の中学、高校生会員が
運営する祭り。午前中はお店やさんごっこ、午後はゲーム大会を行う。会員以外も参加可。参加費
500 円。豊中池田おやこ劇場 06-6864-8011。
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。

子どもたちと作った未来新聞の題字。
紙面は、被災地の小・中学校の他、
全国の復興イベントでも配布される

