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豊中九中、
３０年ぶり同窓会
思い出の校舎、
１９９の笑顔

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

当時を思い出しなが
ら、アルバムを見る
卒業生たち。
「卒業
以来、校舎に入った
のは初めて」と興奮
気味に話していた

豊

中市新千里南町１、豊中市立第
九中学校で６月３日、３０年ぶ

にこぎつけた。
総会には第４代校長の金津博直さん

りの同窓会総会が開かれた。卒業生ら （８４）らかつての教職員も参加し、
「映

た」などのエピソードが伝えられると、
会場は大きな笑い声で包まれた。
総会の後は卒業生が数グループに分

１９９人が集まり、懐かしの母校で中

像に見る九中の歴史」という題のＤＶ

かれて、校舎内を見学。１１期生の北

学生時代に思いをはせた。

Ｄが上映された。
「創立当初は校舎と

澤哲夫さんは「門をくぐると昔の思い

総会再開のきっかけになったのは長

グラウンドしかなく、八中（豊中市立

出がよみがえってきた」と懐かしそう

年積み立てられた同窓会費だった。第

第八中学校）のプールの一角を借りて

に話していた。渡り廊下や各教室の前

九中学校は１９７０年の創立で、卒業

遠慮がちに泳いでいた」
「テニス部は

で記念撮影をするグループもあった。

生は１万３０５３人。同窓会費が増え、 コートを作るため、ラケットを持つよ

原田さんは「これからも定期的に同

実質的活動がないと会費自体が宙に浮

りツルハシを持っていることが多かっ

窓会総会を開いて、母校と卒業生のつ

くことになる。３期卒業生で総会長の

た」
「創立時には生徒が４人しかいな

ながりが切れないようにしたい」と話

原田高明さん（５４）が呼び掛けると、 かったので、修学旅行は２人の教師と

している。次の総会は２０１３年６月

７期生が世話人会を結成し、総会開催

に開かれる。

ともに八中の修学旅行について行っ
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中蔵・豊中市議会議長 私生活では厳格な父親
豊中市議会第７４代議長として選ばれ

でも留まってもらうよう努力する」
。議

た中蔵功さんは、豊中市以外の土地で暮

長として市民の声を幅広く市政に反映さ

らしたことがない。
「生まれも育ちも豊

せ、暮らしやすい豊中をアピールしたい

中。子どもや孫たちもそうです」

と語る。

（早川方子）

議員生活１３年、４期目の６７歳。議

員になる前も緑丘の自治会長を務めるな

ど、地域活動に熱心だった。１９９６

年、島熊山に大阪府の北部防災拠点とし

てヘリポート建設が計画された。自治会

長だった中蔵さんは、千里緑地としての

保全と建設の変更を求めて３万７０００

人以上の署名を集め、すでに予算が決定

していた府の建設計画を断念させた。こ

れを機に「見ているだけの住民ではなく、

アクションを起こしたい」との思いが強

くなり、５４歳で市議に立候補した。
私生活では厳格な父親で、家族には元

日の新年あいさつと盆の墓参りには「何

があろうとも全員集まる」
を課している。

３人の孫の学芸会や運動会には必ず出席

するという優しい祖父でもある。
「豊中の転入転出数は毎年２万人。
１％

生まれ育った実家は上新田。両親の墓もそこにある。
父も 1 期だけだが市議を務めた

木下・池田市議会議長「勉強は立ち飲み屋でも」
池田市議会の７１代議長に選ばれた木

信用されないとあかん」と、誰にも負け

下克重さん（自民党）は来年、議員生活

ないぐらい勉強するという。勉強の場は

３０年を迎える。
５６歳で議長は４度目。

立ち飲み屋にも及ぶ。「生の声を聞くこ

３会派からの推薦を受け、
「２３年ぶり

とができる貴重な場。施策の参考になる

に市税収入が１６０億円を切るなど財政

ことも多い」
。
「６６％が池田市に住み続

が厳しい中で、議員報酬のカットや議員

けたいと答えたアンケート結果もある。

定数削減を含めた議会改革に、リーダー

市民生活を維持するのが僕らの仕事。質

シップを発揮したい」
と、
そのいすに座っ

を落とさぬよう、時代にあった施策をす

た。就任直後には「議会は勉強会の場で

る」と力強く語った。

（進藤郁美）

はない。それぞれが深く勉

強し、中身の濃い議論がで

きる場にしたい」と、くぎ

を刺したという。
大学卒業後、原田憲・元

自民党衆議院議員（故人）

の 秘 書 を 経 て、 政 治 の 道

へ。２７歳で初当選した時

は「池田の若武者」を名乗

り、支持を訴えた。
「今は、

池田のむちゃくちゃと呼ば

れている」と笑う。
「口が

悪いし、ごんたな男やから

議長は年間 250 ～ 300 の会合がある。「息抜きは、晩酌しながらの野
球観戦」と話す木下議長

保育士から大道芸人に転身１０年
豊中市在住の大道芸人、むっしゅみの

に返ってくるのが楽しくて仕方ない」そ

ガンバ大阪 30日の試合に豊中市民7000人招待
サッカーＪリーグのガンバ大阪は、６

金森社長はスタジアム建設募金団体の代

吉（本名・早田実）さんは１０年前、保

うだ。
「特に大阪は反応がいい。たとえ、

月３０日に吹田市の万博記念競技場で

表理事も務め、「建設の寄付金は『ふる

育士をしていた。
「楽しい仕事でしたが、

やじでも楽しいんですよ」と語る。

行われる柏レイソル戦（午後７時キッ

さと寄付金』として所得税や住民税の控

クオフ）を「豊中市民応援デー」とし、

除対象となる。昭和の初めに市民の募金

７０００人を無料招待する。

で大阪城を造ったように、スタジアムを

大道芸をやりたい気持ちが強くなって、

私生活では２児のパパ。仕事のない日

１年で辞めてしまいました」
とはにかむ。

は保育園に迎えに行って夕飯も作る。最

愛媛県内の短大で幼児教育を学んでい

近、３歳の長男がジャグリングのまねご

応募方法は携帯電話、スマートフォ

皆の力で造り、関西全体の活性化を図り

た時、ボランティアで訪れた児童館で

とを始めた。
「僕は家ではあまり練習し

ン、パソコンからガンバ大阪応援ページ

たい」と協力を呼びかけた。詳しくは募

ジャグリングなどのパフォーマンスに出

ないんですけど、
見ているんですね」と、 （http://gambaht.jp）へアクセスし、登

金団体のウェブ（http://www.field-of-

会った。芸に見入る観客の目線や生き生

うれしそうな表情を見せた。（早川方子）

録ページから空メールを送信すると返信

きとした芸人たちの仕草に

メールが届き、登録フォー

魅了され、すぐに道具をそ

ムに進む。１家族４人まで

ろえて独学で勉強した。保

申し込み可能。詳しくはガ

育園を辞めてしばらくは、

ンバ大阪のウェブ（http://

アルバイトで生計を立てな

www.gamba-osaka.net）。 締

がら舞台に立った。現在は

め切りは６月１８日、結果

西日本を中心に自治体のイ

は２０日ごろ返信される。

ベントやホテル、学校まで

ま た、 万 博 公 園 内 に

当初より収入は増えた

指すサッカー専用の新スタ

が、不安定な職業だ。それ

ジアムについて、ガンバ大

客さんの反応がダイレクト

（礒野健一）

２０１４年度内の完成を目

活動範囲を広げている。

でも「僕の動きに対してお

smile.jp）を参照。

風船でクマやプードルをつくる様子に女子高校生もビックリ。「今後は
震災支援のために東北でも活動したい」とみの吉さん

阪の金森喜久男社長が５月
２６日に説明会を開いた。

サポーターとともに新スタジアム建設予定地を歩く金森喜久男ガンバ大
阪社長（右端）

お問合わせ先

わが家の宝もの

わが家の宝もの

結 月（ ゆ づ き ）

妃七夕（ひ

【きんのたまごのほん】

なゆ）ちゃん

娘が小学１年生の時、「料理に挑戦し

とお風呂に入るの

は１１月生ま

てみよう」という授業がありました。授

が大好きで、お風

れ。
「ほとん

業前に練習のつもりで、娘は親子丼を

呂に入る前に服を

どぐずったり

作ってくれました。おいしく食べている

脱 が せ た だ け で、

しない」とマ

と、奇妙なものが…。だしパックでした！

この笑顔！

マにとって助

見よう見まねで作った娘にだしパックを

は「この笑顔にパ

かる娘です。真っ赤でピカピカのほっぺ

取り出すように、言わなかった～。娘の

パも私もメロメロ

がかわいいですね。これからもいい子で

名誉のために、それ以来、彼女は料理で

です」
。こんな天使と一緒では、ついつ

いてね。

失敗したことはなく、手早く、冷蔵庫の
整理をする節約料理を作ってくれます。

い長風呂になりそうですね。

もう１つ付け加えると、この絵本は親子

わが家の宝もの

わが家の宝もの
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子どもと楽しみたい絵本 てくてく編⑪

ちゃんです。パパ

ママ

TEL：06-6346-8255

丼の作り方が書いてあるわけではありま

せん。あしからず。
（絵本を楽しむ会・Ｍ）

文：マーガレット・ワイズ・ブラウン 絵：レナード・
ワイスガード 訳：渡辺茂男（童話館出版）

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編㉑
【おにぎり】

の時の体重は１５キロ。３歳くらいの体

隼人くん

歩乃果（ほ

は、最近とて

のか）ちゃん

この作品は、ほかほかのおにぎりがで

もよく寝る子

は２月生ま

きるまでを、丹念に描いてあります。湯

担任の先生にお会いしました。先生は、

になりまし

れ。 よ く 寝

気まで見えそうなおにぎりが、最後のほ

長男を一目見て、一言「心配することな

た。
「夜中か

て い ま す ね。

うに登場します。思わず、ごくんと唾を

かったですね！」
と。思わず苦笑いです。

ら昼まで」と、

ほっぺをつつ

飲んでしまいそう。さて、我が家のメタ

（絵本を楽しむ会・Ｍ）

半日は寝てい

いても起きま

ボが気になる長男は生まれた時から食の

ます。ママはその間に家事をしているそ

せん。
ママによると、歩乃果ちゃんはいっ

細い子でした。母乳も、ミルクも少しし

うです。

たん眠りに落ちると、掃除機をかけても

か飲みません。当然のことながら、体重

起きないそうです。
「でもその分、夜に

は増えません。幼稚園に通っていたころ

目がパッチリなんですよね」とママ。

も、この作品のような大きなおにぎりな

しっかりした顔立ちは生まれた時か

ら。大きな目がチャームポイントです。

重でした。先日、１５年ぶりに幼稚園の

んて、とても食べられません。長男のお
にぎりは、私の両手の親指、人差し指だ

ジブンで！
（１歳）
ロッカーの引き出しを開けて
保育士「今日は

この服着ようか？」

マチカネくんがブログ開設

けで握りました。１センチほどの大きさ

豊中市のキャラクター、マチカネくん

で巻く位の大きさです。そんなおにぎり

が６月１日、元気で素敵な豊中をアピー

を１０個食べるのがやっと。小学１年生

けん「（走ってきて）ジブンで！」

ルするブログ「マチカネくんのとよなか

けんちゃんは、保育士が選んだ服を引

草子」を始めた。

き出しに入れて自分の好きな服を選びま

した。
保育士「あっ

「おにぎり」文：平山英三

絵：平山和子（福音館書店）

子育てサークル(26) うさぎクラブ

モデルであるマチカネワニが発見された

豊中市新千里東町１、千里公民館の和

サークルでは、
おむつを替えたり、
おっ

待兼山が平安時代から歌人によく詠まれ

室で、卯 ( う ) 年生まれの赤ちゃんとお

ぱいをあげたりする人もいて、くつろい

これが良かったんやね。
」

た場所であることと、清少納言の「枕草

母さんが中心となり「うさぎクラブ」を

だ雰囲気。
「ママ同士だから気兼ねせず

けん「（満足そうに）これ！」

子」にもその地名が出てくることから決

月に１度開いている。毎回約２０組が集

に付き合える」との声が多く聞かれた。

大人は、子どもの気持ちをくみとって

まった。

まり、手遊びや工作などを楽しんでいる。

ん

ごめんごめん。
けんちゃ

ブログのタイトルは、マチカネくんの

で、ノリもハサミで切って、ピンセット

対応していると思いがちですが、１歳時

ブログではマチカネくんが参加したイ

サークルのまとめ役は、保育園で働い

クラスの子どもの中には「自分でした

ベントを詳しく紹介するほか、豊中の意

ていた経験をもつ豊中市在住の高橋明日

い！」という気持ちが芽生えはじめてき

外な姿や、豊中に関わるさまざまな豆知

香さん。２０１１年９月に長男を出産し、

ます。「自分で決めた」という自己決定

識を披露する。そのほかにも豊中市の

１２月に豊中市の妊婦教室などで仲良く

力を育むことは、まわりから自分は認め

事業やイベントの案内も。アドレスは

なった４～５人のお母さんたちとクリス

られているという自信につながります。

http://blog.goo.ne.jp/machikane75。

マスパーティーを開いた。すると、友達

（豊中市・子どものつぶやき展より）

（早川方子）

参加予約はウェブから。「豊中
ぎクラブ」で検索を。

うさ

（早川方子）

のそのまた友達が次々に集まり、すぐに
２０人ほどになったという。「月齢が近

子連れＯＫ 豊中市西泉丘でケーキ＆パン教室

いお母さん同士は子育ての悩みなども似
ていて話しやすい」
「１度で終わらせず

子連れでも参加できる初心者向けの

きる。子どもを抱っこしながら参加して

に定期的に開いてほしい」との声があり、

ケーキ＆パン教室「じゅんじゅん」が、

もいい。
「母親同士だから気兼ねしない」

サークルを発足させることになった。

豊中市西泉丘にある。講師は元保育士の

と好評だ。取材の日に作られたのは「黒

河本純子さん。河本さんは２０１１年春

ゴマのブランマンジェ」。のど越しのよ

まで保育園に勤めるかたわら、大阪市内

いミルクプリンのようなデザートで、小

の子育てサークルを手伝っていた。サー

さな子どもでも食べられる。この日の参

クルには手づくりのおやつをよく持って

加費は手作りのベーグルランチ付きで

行った。河本さんの作るケーキは好評で、

２８００円。予約はウェブから。
「豊中

お母さんたちから「子連れで参加できる

じゅんじゅん」
で検索を。（早川方子）

教室があったら助かる。ぜ

参加費は 1 回 500 円。菓子や飲み物なども用意さ
れる。季節ごとにはイベントも

夫婦で楽しむＷの子育て⑳
◆家族に挨拶、してますか？
子どもには、きちんと挨拶（あいさつ）

離せない時は仕方ないですが、それ以外
は、お帰りなさいと笑顔で出迎えられる

できる子になってほしい。親はそう思い

とうれしいものです。子どもは園や学校

ますよね。では、そんなお父さんお母さ

で何かあったとしても、なかなか言い出

んは、家族に挨拶していますか？

せないもの。子どもの目を見て「お帰り

ひ教室を開いて」との声が

朝の挨拶の時、顔を見ることで子ども

なさい」と迎えてあげましょう。夫や妻

多くなり、２０１１年４月

の顔色から体調が分かります。とくに小

に対してもそれは同じです。
「お帰りな

に自宅でケーキとパンの教

学校低学年までの小さい子は、自分で病

さい」
「今日も１日お疲れさま」
。笑顔で

室を始めた。

気の自覚がないことが多いので、何かい

そう言い合える関係はステキですよね。

「できるだけ簡単ですぐ

つもと違うところがないか親が見てあげ

【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住の

に出来上がるメニューを選

ましょう。もちろん、夫婦間でも、相手

ライター・コピーライター。３歳と０歳

ん で い ま す。 子 育 て 中 は

の目をしっかり見て挨拶。たとえ前日に

児の母。夫は平日の夫婦２人の弁当と、

時間がないから」と河本さ

ケンカして気まずくなっていたとして

休日の朝昼晩の食事をつくるイクメン。

ん。お母さんたちはキッチ

も、笑顔で挨拶をすればすっきりと１日

桂幹人さんとの共著に「だから、あんた

ンでケーキ作りを習い、子

をスタートできます。

は不幸やねん～見方を変えれば、人生は

どもたちはキッチン横にあ

る和室で寝たり遊んだりで

教室の日程については河本さんのブログで確認を。お母さんには簡単な
昼食が出る。子どもは弁当持参で

そして、家族が帰って来た時は、玄関
まで迎えに出ましょう。料理などで手が

逆転する」
（日中言語文化出版社）
がある。
http://ameblo.jp/mamawriter/
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お問合わせ先

阪大の先生⑨ 髙橋京子さん「漢方薬が危ない」

TEL：06-6346-8255
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池田・住吉保育園 地元の素材で食育給食

大阪大学総合学術博物館准教授の髙橋

れている。髙橋さんは「日本は生薬資源

池田市住吉１、住吉保育園の給食には

京子さんが２０１２年３月に出した本

が少ないため、少量でも効果が高くなる

野菜中心の和食が並ぶ。玄米入りご飯、

は、
「森野旧薬園と松山本草

栽培法や、加工法を独自に発展させてき

ヒジキと大根のおやき、エノキとフのみ

持ち、地元の農民組合から肥料について

イムカプセル」
（大阪大学出版会）
という。

た。その分コストも高くなるが、本当に

そ汁など、ハンバーグなどの洋食が好き

のアドバイスをもらいながら、サツマイ

１７２９年に、幕府の薬草改革の一端を

良い薬を作るためには、国内生産はとて

な子どもたちには食べにくいメニューに

モなどを植えている。収穫は園児が手伝

担う形で作られた森野旧薬園（奈良県宇

も重要だ」と話す。

思えるが、園長の岸本尚子さんは「子ど

い、採れた野菜は給食として出す。食べ

もたちは玄米も雑穀米も大好き。みんな

物がどうやって育つのか、誰が世話をす

もりもり食べますよ」と話す。

るのかを知るとこで、野菜嫌いも克服し

薬草のタ

陀市）に今も栽培されている薬草と、当

「薬草の栽培は、半自然、半栽培という、

てご飯に愛着がわくらしい。
保育園から歩いて数分のところに畑を

時の森野家当主が江戸時代に描いた精密

人が最低限入っていく“里山”の環境が

な植物画「松山本草」を紹介する本だ。

必要」という。現在の森野旧薬園もその

住吉保育園は２００５年、公立保育園

やすいらしい。給食では野菜を使ったメ

美しい図画の数々も素晴らしいが、これ

状態に保たれており、松山本草とともに

から民営化された。当時主任だった岸本

ニューからなくなるほどの人気となっ

からの日本の漢方にとっても非常に大切

研究することで、栽培のノウハウを次世

園長によると「食育に取り組んではいた

た。３歳の娘を通わせている烏帽子真理

な資料になるという。

代へと引き継いでいかなければならない

が、民営化を機にさらに力を入れるよう

さんは「１日１回は保育園でしっかりと

と強調する。

になった」という。食育とは食習慣や食

食事をしているから、家での食事に神経

に関する知識を蓄え、体によい食物を選

質にならずにすむとお母さんたちの間で

現在、日本で使われる漢方薬のもとと

なる生薬（しょうやく）は、その９割を

富山大学で薬学を学んだ髙橋さんは、

外国からの輸入に依存し、中国からは８

「４年間、雪がなければ日曜は採集。ス

ぶ力を養えるよう教育することだが、住

も評判がいいんですよ」と喜ぶ。岸本園

割を超える。しかし、漢方が西洋世界で

キーに１度も行けなかった」という。卒

吉保育園は地域の自然や食べ物を園児た

長は「家では甘えてしまっても、保育園

も認められ始め、その需要が増す中で、

業後は心筋細胞の培養を研究した。学位

ちに直に体験させ、食べる楽しさや感謝

でみんな一緒に食事をすると、好き嫌い

中国は輸出規制を強めつつあり、原価は

論文執筆中は妊娠しており、つわりと戦

する気持ちを養っている。

も言えなくなるかもしれませんね」
。

値上がりする一方だ。

いながら書き上げた。「だから学位は息

その日に使う食材の一部は、廊下に展

毎月開かれる誕生会では、食に関する

漢方は名前の通り中国から伝わったも

子と一緒に取ったようなもの。発表も大

示される。丸ごとのニンジンやエノキダ

話のコーナーを設け、親子が一緒に食卓

のだが、今の中国は「中医学」で漢方と

きなお腹で行きましたが、当時は風当た

ケなどを、園児が小さな手で握ったり匂

でのマナーなどを勉強している。岸本園

は別物だ。生薬の使い方も異なり、中国

りがきつかったですね」と笑う。

いをかいだりして遊ぶ。給食の米とぎは、

長は「食事は親から子に与えるだけのも

園児が２人ずつ当番になって手伝う。こ

のではありません。子どもも一緒に食卓

うすると食の細い子でも「きょうは私の

にかかわることで、食べることの意味や

（といだ）ご飯だから」と、たくさん食

楽しさを知ることができます」と話して

は世界基準を自国に合わせるよう、世界

学生には「長い目で見たら何が役立つ

保健機関（ＷＨＯ）に働きかけていると

かわからない。だから何事も一生懸命

いう。また、中国の生薬は大量生産され

やってほしい」と期待を込める。

る一方で、残留農薬などの問題も指摘さ

（礒野健一）

旧藤沢薬品（現アステラス製薬）の藤澤友吉から博物館に寄贈された生薬標本を見せる髙橋さん。趣味は仏像
巡りだが、最近は忙しくほとんど行っていないという

ままへ

べるようになった。米をとぐ経験を通し

いる。

（早川方子）

みんな野菜が大好き。好き嫌いもなく残さず食べる

少年野球① 池田レッドアーミー

私が一番「ありがとう」と言いたいのは、

がしたいです。

お母さんです。

私は、いつもだだをこねては、母に買っ

る。赤色の帽子がトレードマークの「池

知輝君は「初めて自分で決めたこと」と、

私のお母さんは、４才から父が不在のた

てもらいます。私に「金がない」と言っ

田レッドアーミー」は池田、秦野小学校

野球を続けている。母の麻希さんは「全

め、４才の頃から女手一つで、私を育て

ているにもかかわらず、私はいつも買っ

を中心に神田、緑丘、呉服、石橋の各小

員が心を合わせ、全力でプレーする姿は

てくれています。

て欲しいと言うばかりで、買ってもらっ

学校の児童４５人が入団している。週末

頼もしい」
と応援する。大田剛希君の母、

母は毎晩遅くまで仕事をし、真夜中に

たあとには、後悔をいつもしてしまいま

になると猪名川河川敷のグラウンドに集

朝美さんは「ピンチの時にこそ負けない

帰って来ては、早朝に私のお弁当を作っ

す。

まり、暗くなるまで白球を追っている。

強さを養ってほしい」と話す。

てくれます。だから、私の母の１日のす

だから最近は、だだをこねたりはしてい

いみん時間は、４時間ぐらいです。その

ません。

年１３人が結成した。翌年、日本体育

せいか、母もつかれが出て来たようで、

私は、母にあんまり「ありごとう」を、

協会のスポーツ少年団に

写真と比べるとだいぶふけて来たように

口からは伝えた事はありません。いつも、

加 盟 し、 池 田 市 球 友 会 ス

思えます。

たん生日や母の日に、手紙にありがとう

ポーツ少年団（池田レッド

母は韓国人で、日本の生活にちょっとと

と書いて渡してるだけです。

アーミー）と名前を変えた。

まどいがありながらも、
生活しています。

お母さん、本当にありがとう。これから

１９９３年から総監督を務

私は、そんな母がかわいそうで、
「韓国

もよろしくお願いします。

める松下順信さんは「年間

で暮らそうよ」と、言ってみましたが、

さちこより

約４０の大会に出場する

母の返事は毎回同じです。「あなたは、

池田市には少年野球チームが６つあ

チームは１９７６年に野球好きの少

マチゴトは豊中市、池出市の少年野球
チームを順次紹介する。

（進藤郁美）

が、勝ち負けではなく、一

韓国語をしゃべれるけど、字は書けない

生懸命に打ち込むことが大

し、
読む事もむずかしいから、
無理よ」
と、

＝第三中学校１年（２０１１年度） 奥

事だ」と教えている。「チー

言われます。

野幸子さん（豊中「伝えよう！いのちの

ムには５訓があり、野球を

だから、母が大事に生涯をかけて育てて

つながり」第３回作品から）

通じてあいさつや助け合う

くれる分、私は生涯をかけて母に恩返し

ことなどを学んでほしい」と話す。前川

気持ち、真面目に努力する

見学や体験入部は随時受け付けている。問い合わせは総監督の松下順信
さん（電話 072 － 753 － 0749）へ

お問合わせ先

83.7ＭＨｚ ＦＭ千里の声⑳ リスナップ

TEL：06-6346-8255
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植木のまち細河ＰＲへ ＮＰＯ「細河みどりの郷」

◆「男ならジャンボリー」
（土曜１６時

ない人。２人の回転の早さと毒舌に毎回

池田市の細河地域コミュニティ推進協

～１８時）担当

い」と話し、貝元勝利さんは「ここに来

感心する」と持ち上げると、「コイツは

議会が２０１２年１月、ＮＰＯ法人「細

れば社会との接点がある」
と楽しそうだ。

３人とも関西大学落語大学（落語研究

人当たりがよくて、お年寄りに人気。い

河みどりの郷」を設立した。「特産の細

「くん製工房も作り、細河をＰＲしたい」

会）の出身で、担当するのはＦＭ千里初

いバランス」と評した。４月から始まっ

河の植木が売れなくなってきた。多くの

の演芸バラエティー番組だ。
となれば
「リ

た番組は「変に迎合せず、２０代男の思

人に植木を見に来てほしい」
。切実な問

うことを発信していきたい」と語った。

題を抱え、地元住民が立ち上がったと、

スナップ」はお笑いユニットのグループ

名と連想するが、もらった名刺には合同

（礒野健一）＝コミュニティＦＭ千里木

秦孝雄代表理事は話す。「市の地域分権

会社とある。３人で漫才をし、イベント

曜午前１１時から、マチゴトの記事を紹

が始まって５年。協議会はイベントや野

の司会も引き受けるが、代表の藤本康志

介する「まるごと・マチゴト」放送中

菜市を開くなど、人を呼び込む努力をし

さんは「イベントを主催し

てきた。ＮＰＯ法人化によってさらに幅

たり、ネットを通じたりし

広く、やりがいのある活動ができる」と

て笑いをビジネスにする会

秦さん。

社」と説明する。元松竹芸

伏尾町に炭焼き工房を作り、炭作り

能のタレントだった守本大

を始めた。ホタルの育成場を作ろうと、

祐さんは「ネットの普及で

畑の整備にも乗り出してい

個人がメディアを持てる時

る。作業するメンバーの平

代。誰にも遠慮なく、自分

均年齢は６６歳。ホタルが

が面白いと思ったことを発

好きでメンバーに加わった

信できる」と話した。

中村昌弘さんは「水の管理

藤本さん、守本さんは大

学同期だが、まんまさんは

後輩だ。「僕は全然おもん

と、張り切っている。

（進藤郁美）

竹炭や菊炭の販売のほか、竹炭のストローやマド
ラーの商品化も考えている

に苦労する。カワニナが生
左から、藤本さん「最近は中国が面白い」、まんまさん「ジョギングが
日課」、守本さん「釣りキャリア 20 年」

育する条件を整えるのに必
死。今年は間に合わないが、
来年はきっと」と、水の流

気軽にお寺に⑦４００年のイブキ 池田・自性院
境内のカイヅカイブキは、樹高１３

メートルで、樹齢は４００年と推定され

る。住職の原弘昭さんは「寺のシンボル

で、
地域の生き字引」と語る。巨木には、

れを注視しながら整備して
いく。巽博一さんは「退職

と」
。原さんは推測する。その巨木は初

して時間はたくさんある。

夏に小さな薄緑の花をつける。（梶川伸）

自分ができることを続けた

ホタルの乱舞を夢見て、育成場の整備を続ける。東山バス停に植木のミ
ニガーデンを作り、国道 423 号沿いには桜の植樹も始めた

【自性院】池田市渋谷３－１７－１１▽
０７２－７５２－５５８４

「タヌキの問いかけ」という逸話も残る。

身近な生き物たち⑭ 豊中・池田のホタル

明治の初めのころ、
夜に木の上から
「よ

初夏から梅雨にかけての時期、淡い光

なべしもたか、つるべおろそか」という

で日本の夜を彩る風物詩といえばホタル

声が聞こえ、砂が降ってきた。当時は綿

だ。都市部や住宅地ではなかなか見られ

ヘイケボタルは体長約１０ミリと小さ

の栽培農家が多く、昼の農作業がすんで

ないと思われがちだが、少し探せば意外

い。ピークが６月下旬～７月下旬と遅い

も、
綿糸を紡ぐ夜なべ作業で忙しかった。

に近くで観察できる。

ため、これからが観察に適している。水

でも生息可能なため、石澄川、箕面川、
千里川でも、数は少ないが見られる。

声は「夜の仕事は終わったか、つるべで

まず、体長７ミリ前後と小さいヒメボ

朝の井戸水をくみ上げようか」という問

タルは陸棲（せい）のため、山や畑でも

以前は日本中のいたるところで見ること

いかけだった。タヌキは足で砂をよくか

見ることができる。池田市では畑、渋谷、

が出来たが、農薬散布や水路のコンク

けるので、タヌキの声だったという。

田など流れがない水辺に生息するため、

五月丘など、多くの場所で観察可能だ。

リート化の影響で数が減った。今は池田

４年前、木の周りを整備した。水鉢を

ピークは５月中旬～６月上旬のため、今

市の園芸高校付近で見られる。７月１４

置き、リュウノヒゲを植えた。ベンチも

年はもう遅いかもしれないが、５月２５

日に池田・人と自然の会で観察会を開く。

ある。
「早朝、ベンチで新聞を読む人も

日に渋谷高校西の柿畑に撮影へ行った際

詳 し く は ウ ェ ブ http://hitoshizen.jp

いる」
。原さんの言葉から、近くの人の

は、肉眼で５０匹以上が光っている幻想

を参照。

憩いの場となっていることがわかる。

的な光景を見ることができた。池田・人

木は力強く感じる。「葉は年中、少し

ずつ落ちて新しい葉に変わる。新陳代謝

がいいのだろう。それがエネルギーのも

（礒野健一）

と自然の会の今城香代子さ
枝の広がりは南北方向で 14 メートルに及ぶ。全体
像はカメラでとらえにくい

んによると、前日は風もな
く気温も高かったため、こ
の３倍はいたという。

阪急ものしり帳⑨ 制服
阪急電鉄は２０１０年、創業１００年

を機に、制服をリニューアルした。

もっとも一般的なゲンジ
ボタルは、体長１５ミリほ

からは上着を着なければならない――な

どで、日本のホタルでは大

ど細かく規定されている。

きい部類だ。ピークは５月

帽子に注目すると面白い。通常は、つ

下旬～６月下旬で、流れの

の 制 服 は、 学 生 服 型 の 詰 め 襟 だ っ た。

ばの上の部分にえんじ色の帯が巻いてあ

ある川に生息する。池田市

１９７０年の大阪万博に合わせて一新

るだけ。助役になると金線が１本入り、

の細河、東山など余野川周

し、以後は背広型が続いている。

さらに上位職の首席助役以上は金線が２

辺でよく見られるが、清流

２０１０年の変更で、男性の場合、上

本になる。統括駅長には、式典用の帽子

だけでなく比較的汚れた水

着はダブルボタンからシングルボタンに

が支給され、つばの部分にモールがつい

変わった。半袖カッターシャツはボタン

ていて、華やかさを演出する。（梶川伸）

広 報 部 に よ る と、 開 業 当 初 の 男 性

ダウン型に変更し、素材は

池田市畑 4 の柿畑で撮影したヒメボタルの光

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜１５＞野崎窮さん

ペットボトルなどをリサイ

野崎窮（きわむ）さんが１９９６年に

クルした再生ポリエステル

作った「時」が府道箕面池田線（桜通り）

を採用した。名札も大きく

にある。野崎さんは「海岸や川べりにあ

なった。

る石や岩を見て、風化に興味を持った。

制服は季節によって変わ

風化した石が語りかけているものを形に

る。▽４月から上着を脱い

したい」と、石彫作品の制作を続ける。

でも良い▽５月から半袖で

内側から静かに変化していく時間の経過

ため、現在はノーネクタイ

を表現した。野崎さんは「石そのものの

も可）▽６月から女性はベ

形を残しながら少しずつ変わっていく。

が、ベルトは必須▽１１月

（進藤郁美）

「時」は、石にたくさんの穴をうがち、

も良い（クールビズ徹底の

ストを着用しなくても良い

表した」と話している。

右の男性は助役で、帽子には金線 1 本が入っている。撮影は 5 月 30
日の梅田駅。半袖と長袖のカッターシャツの駅係員が並んでいた

風化をマイナスではなく、優しさととら
えたかった。朽ちていくことの優しさを

桜通りにある野崎窮さんの「時」
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お問合わせ先

雑穀のおいしさを発見 アプサラカフェ
阪急豊中駅に近い「アプサラカフェ」

TEL：06-6346-8255
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編集長のズボラ料理(29) ナスそうめん
あるかはすぐわかる。

をしなくても、心地よさがあることを気

調理器具は、しばしば新しいものを買

は、地産地消をコンセプトに松井秀樹さ

付いてほしいのだという。「決してスト

う。正確に言えば、買ってみたくなる。

んが２００８年１２月にオープンさせ

イックな生活を押しつけるわけじゃない

ここ２年ほどで手に入れたものを挙げて

だった。親類からたくさんカボチャをも

た。箕面市や伊丹市の野菜と米を使い、

んです」と控えめに話していた。

みると……。

らい、消費するにはパンプキンスープが

喫茶店をしていたことのある叔母が、

手で持つタイプのブレンダーが必要

体にやさしい料理が自慢だという。アプ

メニューは手作りにこだわり、玄米は

いいと思ったからだ。早速、ブレンダー

サラはカンボジアで天女の意。東南アジ

モミ殻を選別してから炊き上げるという

大きな袋に入ったコーヒー豆を送ってき

でカボチャをつぶし、生クリームなどを

アの田舎にいるように、ゆったりとした

手間のかけようだ。アワ、ヒエ、キビ、

た。コーヒーミルがいる。その昔、結婚

入れてスープを作り、飲んでみた。結構

時を過ごしてほしいとの思いを込めた。

押し麦、赤米などの雑穀を多く使ったア

祝いにもらったことがある。台所の収納

うまい。だから、
立て続けに３回作った。

松井さんは大学卒業後、青年海外協力

プサラ定食は、メーンに小鉢３つ、みそ

スペースを探してみたが、見つからない。

すると、少し飽きがきた。今は押し入れ

隊として２年半、ケニアで農業を指導し

汁、玄米か八穀米が選べて１０００円。

それもそうだろう。豆をひかなくなって

の奥に身を潜めている。

た。その後、カナダの大学院で国際開発

取材日は、春キャベツのコロッケ、ゴボ

２０年もたつので、収納スペースの奥で、

スライサーは便利ではないかと考え

学を学び、論文を書くためにカンボジア

ウサラダ、キュウリの炒め物、ホウレン

静かに眠っているに違いない。そこで、

た。野菜を薄く切るには、包丁より便利

の村落調査をした。カンボジアの生活を

ソウの炒め煮だった。スパイスを効かせ

新しいミルを買った。やがて、１袋を飲

だし、ずっと早い。僕は大根を薄切りに

見た松井さんは「お金で資源を買って豊

たトマトカレーやハーブをすりつぶして

みきって、ミルは流しの下の奥の方に身

するのに、５回は使った。ナスも時々。

かに暮らす先進国と、貧しくても自給自

作るグリーンカレーもある。（進藤郁美）

を引いた。

今は、収納棚の中で、見え隠れしている。

足の生活をする発展途上国。どっちがま

ともな生活だろうかと考えると、後者の

サンドラッグ
◎
上野西1

Ｎ

方に思えた」と語り、環境負荷が少ない

梅花高校

仕事をしたいと思ったと、開店への経緯

を話す。
松井さんは店にメッセージをたくさん

料理に使った野菜の産地を書いた黒板を

置いた。ドアを開け放ち、
テラス席を作っ

たのは「風を感じてもらいたいから」と

松井さん。年中、エアコンを使った生活

豊中本町

豊中駅

込めた。地元の野菜を知ってもらおうと、

稲荷山公園
◎
◎
ライフ
豊中店

豊中本町
郵便局
◎

大池小学校

豊中本町南

阪急宝塚線

176

アプサラカフェ
北桜塚4
ファミリーマート ◎豊中市
◎
上下水道局
◎
本町保育所

豊中郵便局
◎
桜塚小学校

大曽公園

阪急豊中駅から徒歩約 10 分

【アプサラカフェ】豊中市本町 6 － 1 － 3 ▽ 11 時～ 21 時（ラストオーダー 20 時半）▽水曜休み▽ 06 －
6854 － 5188

つまみぐい⑤ チプレッソのオリーブオイル

１年ほどたった。またコーヒー豆が届

夏になってくると、ナスそうめんを作

いた。ゴソゴソとミルを探すと、昔のも

る。ここで、スライサーの出番となる。

のまで出てきた。何ちゅうこっちゃ。今

ナスのへたを取って、その切り口から薄

は豆を使いきり、２つのミルはきちんと

切りにする。さらに包丁を入れ、そうめ

並んで、次の豆が着くのを待っている。

んのように細長い形にする。ビニール袋

タジン鍋がはやったことがある。どう

に切ったナスを入れ、カタクリ粉をかけ

してもほしい。ブームの初めだったので、

てまぶす。鍋で湯を沸かし、ナスを入れ

５０００円も出した。手にすると、うれ

て２０秒ほどゆで、ざるに取って、すぐ

しくなって、野菜や豚の蒸し焼きを作っ

に氷水でほぐしながら冷やす。ナスの紫

て食べた。たった３回。今は身を引いて

色があざやかなうちに、そうめんつゆと

いるが、ずうたいが大きいので、どこに

ショウガで食べる。

（梶川伸）

ナスにカタクリ粉がまぶしてあるので、表面がツルツルするのがみそ。ナスは包丁だけで切っても、それほど
の手間ではない

北摂麺大使⑧池田市・弁慶 ３２年の歴史に幕
初訪問は４カ月前、取材で店のすぐ隣

可愛がってもらって、助けられてきたか

オイルとバルサミコの専門店だ。南野利

にある「弁慶の泉」を見に行った時だ。

ら。感謝の気持ちだけです」と言い、奥

夫さんが２００５年３月に開いた。自身

モチモチのうどんに鶏肉やキノコなどが

さんの邦子さん（実際の字は邦の左が上

ががんになったことが、開店のきっかけ

たっぷり入った「おかめうどん」を食べ

に突き抜けない）も「素人っぽいところ

だった。「オリーブオイルが体に良いと

ながら、店主の藤田幸雄さんと２時間以

が、逆に居心地の良さになったのかも」

聞いたことが頭に残っていた」と話す。

上も話し込んだ。お代を払おうとする

と話す。

阪急服部駅前のチプレッソはオリーブ

南野さんは「まず味を試してほしい」

と、
テイスティングできる店にした。
「開

店当初は味見すらしてもらえなかった

人気の（左から）レモンオイル、オレンジオイル、ロー
ズオイル（250 ミリリットル瓶入り・3045 円）

が、リピーターも増えてき

と「今日は楽しかったから、おごったる

名店の味が楽しめるのもあと少し。
「惜

わ！」と言われ、ありがたくごちそうに

しまれてこそ華」と言うが、もっと早く

なり、その心意気にほれた。

行きたかったと心から思う。
（礒野健一）

今回、改めて取材を申し

た」と喜んでいる。

込んだところ、６月２６日

１５平方メートルほどの

を最後に閉店すると聞かさ

店に、オリーブオイル、バ

れた。８月に７１歳になる

ルサミコのほかイタリア食

藤田さんは、
「７０になっ

材も並ぶ。エクストラバー

たら店を畳もうと決めてま

ジ ン オ イ ル と レ モ ン、 オ

してん」と笑う。１９８０

レ ン ジ、 ロ ー ズ、 マ ン ダ

年に開店してから３２年、

リンのフレーバーオイルの

うどんもそばも、独学で味

量り売りも好評で、１００

を高めてきた。素材はすべ

ミリリットル・３６８円～

て池田の店から仕入れる。

７３５円。
（進藤郁美）

「チプレッソ」＝豊中市服部元町 1 － 7 － 3 ▽ 11 時～ 19 時（日曜
12 時～ 16 時）▽ 06 － 6865 － 2151 ▽ http://www.cipresso.jp/

藤田さんは「何とかやって
こられたのは、地元の人に

【弁慶】池田市豊島南 2 － 2 － 2 ▽ 11 時半～ 14 時、17 時～ 22 時▽
日曜定休▽ 072 － 762 － 2353

お問合わせ先

マチゴトにセンチュリー応援メッセージ
マチゴト３９号の「日本センチュリー

民営化１年

TEL：06-6346-8255
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西国巡礼道をゆく 池田市西本町～畑４

したい」と話す。また、長年のファンだ

旧西国巡礼道は勝尾寺（箕面市）から

き返し、そこから北へ歩いた。一三の収

資金難克服に公演増とＰ

という６０代の女性は「センチュリー交

中山寺（宝塚市）に至る参拝の道で、途

集品を展示する逸翁美術館を通り過ぎ、

Ｒ」の記事に、読者から応援の声が寄せ

響楽団は無くしてはならない大事な文

中で池田市内を通る。今回は池田市西本

池田城跡公園に寄った。ちょうど、タニ

られた。豊中市桜の町６のお好み工房
「ほ

化。地元で定期的にコンサートを開いて

町の呉服（くれは）橋を起点にして東へ

ウツギが満開だった。６月は白いユリが

わっと」は「店でクラシックを中心にし

ほしい。お年寄りが増え、遠出はできな

進み、箕面市との境界まで歩いた。

咲き競う。花の手入れをしていた男性に

たライブを開いている。この場を活用し

いが、地元だったら毎回、連れだって聴

てもらうなど、できることがあれば協力

きに行ける」と話していた。（進藤郁美）

風景印で街歩き② 池田石橋郵便局

ほんまち通り商店街では、歩道と小さ

聞いてみた。
「公園が２０００年にオー

な広場で骨董（こっとう）市が開かれて

プンしたので、２０００株を植えたと聞

いた。毎月第３土曜日が開催日で、８つ

いている。今年はやや小ぶり」

の出店が並ぶそうだ。出店していた川西

府道箕面池田線に出て、五月山の山す

市の女性に話しかけた。「以前は阪急百

そを東へ行く。途中で、池田市都市緑化

と頼む人も多いらしく、そんな時は気さ

貨店にも出していた。時代が変わった。

植物園に寄った。温室があって、トック

くに対応しているという。 （礒野健一）

骨董では生活できない。趣味みたいなも

リヤシ、ラン、食虫植物などが所狭しと

に入り、右へ曲がったところに池田石橋

の」。そう言って、のんびりと店番をし

並んでいる。外にはカクテルローズとク

郵便局はある。

ていた。

リスマスローズが、ともに満開だった。

池田市・石橋商店街のシンボルの１つ、

「赤い橋」を渡って商店街のアーケード

ほんまち通りは旧能勢街道と重なる。

開局は１９３２年と、池田市内の郵

しばらく行くと横岡公園。少し登った

便局としては歴史が長い。今の局舎は

巡礼道はやがて北へ取り、阪急の創設

所が公園になっていて、斜面はツツジに

４代目という。風景印は他の局と同じ

者、小林一三にちなむ地区を通る。まず、

覆われている。上の広場には、石仏がま

く、１９９８年９月１日から使用を開始

池田文庫。一三の寄贈書や宝塚歌劇のポ

つってあった。

箕面川に架かる赤
い橋の風景とウォ
ン バ ッ ト。 前 回
掲載の栄本町局の
ウォンバットと微
妙に表情が違う

した。古川淳一局長は「当初は押印依頼

をする手紙が１日３０通くらい来た。今

は時折、趣味で集めている人が訪れるく

らい」と話す。「自分で押させてほしい」

わが子に伝えたい食卓② 煮干しのみそ汁
「だしをとる」と言うと、上質の昆布

味料を使わず、素材からだしを引き出す

とかつお節を用意して……と、ハードル

体に優しい家庭料理が得意。英語と食の

が上がりませんか？

サークル“ｈｕｇ！”を共催。http://

でも、だしは“と

る”ものではなく、“引き出す”もの。

スターなど所蔵している。敷地には、奈

巡礼道は上渋谷のバス亭で、府道をそ

良や京都などの歴史的価値のある石灯篭

れて南側の住宅街を進む。道標を見つけ

（とうろう）の精密なレプリカが置いて

た。
「東

京

江戸」
などと書いてあるが、

ある。カメラを向けていると、
「受付に

案外新しい。堂九本川
（どうくもとがわ）

パンフレットがありますよ」と声をかけ

の手前に「青面金剛」と記された石があ

られ、ありがたく頂いた。

り、西国巡礼道の案内板には庚申（こう

小林一三記念館の前を通って巡礼道は

しん）塔となっていた。さらに行くと、

少し北へ向かう。今回は池田文庫まで引

石澄川を渡って箕面市へ入る。
（梶川伸）

ameblo.jp/communication-hug/

必ずしも昆布とかつお節でなくても大丈

夫ですよ。夏は、すっきり味の信州みそ

や赤みそなどがおいしい季節です。
濃いうま味の出る煮干しは、人差し指

サイズのものを選び、頭とはらわたをと

ります。次に、鍋で８～１０匹乾いりし、

独特の臭みを香ばしさに変え、好きな野

菜とかぶるくらいの水（約２００ｍｌ )

を入れ、ふたをして蒸し煮に。具に火が

通るころには、野菜からもいいだしが出

ています。最後に水（約８００ｍｌ）を

足し、みそ（大さじ２～３）を溶けば、

野菜たっぷりの食べるみそ汁の完成。み

そはすり鉢ですって使うとよりまろやか

に。たかがみそ汁、されどみそ汁。きち

んと作れたらママの自慢の一品です。

【エボシマリさん】池田市在住のフード

ライター・調理師・食育指導士。化学調

根菜類は水から入れ、ワカメ、薬味などは火を止め
る直前に。みそはだし入りでないものを

都市緑化植物園の温室はさまざまな花が咲き競っている

読者とゆく能勢街道８回に２９人参加

７月７日に読者とゆく能勢街道９回 参加者募集

「マチゴト豊中・池田」のイベント「読

地があまり良くない。その代わり、細河

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

者とゆく能勢街道」
の８回目が６月２日、

で育った植木は、
庭に植えるとよく育つ」

道を歩くイベント「読者とゆく能勢街道」

ル（info-toyonakaikeda@machigoto.jp）

阪急池田駅を起点にして行われた。２９

植木を見ながら進み、陽松庵に参拝し

の９回目を７月７日（土）に開き、参加

で。住所、氏名、男女の別、生年月日、

人が参加し、能勢電鉄鼓滝（つづみがた

た後、最後の見学場所の慈恩寺へ。池田

者を募集します。雨天決行です。当日の

電話番号が必要【定員】３５人で先着

き）駅まで約７キロを歩いた。

市の友好都市、中国蘇州市から贈られた

模様は後日、ウェブに掲載するため、写

順（定員後の方には、お断りの連絡をし

能勢街道は池田炭を運ぶ道でもあっ

寒山寺の名鐘のレプリカの音を聞いた

真と動画の撮影もしますので、ご了承く

ます）
【注意事項】歩きやすい靴を着用。

たので、「炭しょっぷ・だん」に寄り、

後、マチゴト川柳の選者、田中螢柳さん

ださい。

水かお茶を持参。集合前にトイレに行っ

経営者の壇正規さんに炭の話を聞いた。

が歩きながら作った「秀吉も利休も愛で

【日時】７月７日午前９時半、能勢電鉄

ておいてください【当日の緊急連絡用電

し池田炭」
などの句を披露した。
（梶川伸）

鼓滝（つづみがたき）駅の改札口の外に

話】０８０－２４５７－３６２５（梶川）

「池田炭はクヌギの木を使う。切り口が

菊の花の形をしていて、灰

集合【ルート】鼓滝駅―多

になってもその形が残る」。

田駅―多田神社―多太神社

壇さんは炭一般にも触れ、

―能勢電鉄平野駅（街道か

「 炭 は 電 磁 波 を 防 ぐ の で、

らそれた街歩きも楽しみま

ＩＴ企業の中には、パソコ

す）
【距離と所要時間】約

ンのそばに置いている会社

４キロ、約３時間【案内人】
「能勢街道をゆく」執筆の

も多い」と語った。
細河緑の案内所では、Ｎ

梶川伸【参加費】資料代、

ＰＯ法人「細河みどりの郷」

レクリエーション保険料な

の秦孝雄代表理事から、植

どを含め５００円、集合場

木の郷・細河の説明を受け

所で徴収【申し込み方法】

た。
「昔は海が入り込んで

いて、細河は塩の影響で土

慈恩寺で、寒山寺の鐘（レプリカ）の音に聞き入る参加者

ファクス（０６－６３４６
－８２５６）
、電話（０６

緑豊かな多田神社

2012. 6.14 vol.40

お問合わせ先

池田を愛し、ふるさとを愛して作詞 粂昌宏さん
学校に校歌があるように、市にも市歌

がある。
「豊島野のはて

山は青く水も

清らか」のフレーズから始まる池田市歌

に心を打たれ、歌詞の意味や、歌われた

と思い立ち、
「池田マーチ」を作詞した。

TEL：06-6346-8255
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押し絵で描く鳥や花 池田市の９０歳、高見さん
額の中のスズメは、立体感があって今

板に貼り付けるだけでなく、孫の五月

歌は市制７０周年記念式典前夜祭で、池

しも飛び立ちそうだ。ハイビスカスの赤

人形の衣服も押し絵で作った。２０年以

田ジュニア合唱団 に よ っ て 歌 わ れ た。

い花びらは、１枚１枚陰影を見せ、より

上前の作品だが、本絹を使ったので、全

鮮やかさを増している。これらの押し絵

く色あせていない。

「歌った子どもたちには、大人になって
も池田を忘れないでいてほしい」と願う。

は、池田市栄本町の高見孝（たか）さん

今も月に３回、公民館の押し絵教室に

が、池田市に住んで４０年になる粂昌宏

粂さんは池田に残る呉織・漢織（くれ

の作品で、先日まで池田栄本町郵便局で

通う。
「もう、
私が１番年上になっちゃっ

さん（７２）だ。しかし、もともと池田

はとり・あやはとり）の伝説を題材とし

展示されていた。

た」と笑う高見さんは、３月で９０歳に

の歴史や、歌について関心があったわけ

た「織姫バラード」や、猪名川をたたえ

押し絵とは、部分ごと切り出した絵

ではない。

土地のことを調べた小冊子を作ったの

る「猪名川よ」なども作詞し、ＣＤ化し

を、綿とともに布で包んで板などに貼り

粂さんは２００７年、小学校時代の恩

ている。
「お世話になってきた街、自然

付けて作る美術作品だ。高

師が瑞宝章を叙勲された際に、感謝を込

への恩返しのつもりで作っている。猪名

見さんが本格的に始めたの

めて思い出をつづった。恩師と出会う前

川のほとりでＣＤを流すと、川が喜んで

は２５年ほど前。題材は花

までのことも書き出すと、横浜大空襲で

くれたように感じた」と話す。

や鳥が多く、花びら１枚、

焼け出されたこと、神奈川県岡崎村（現

これまでに手がけた曲は２０曲以上あ

羽根１枚から丁寧に作りこ

在の平塚市）に疎開したことなどが次々

るが、すべてに共通するのは感謝の気持

む。
「ただの四角が意外と

に思い出され、「ふるさと」を改めて意

ちだ。
「人には感謝状を贈ったりできる

難しい。布目が少しでもず

識するようになったという。そんな時に

が、
ふるさとには形あるものは贈れない。

れると、ゆがんで見えるか

池田市歌を聞き、歴史や自然を高らかに

だから、歌を作り、気持ち込めて歌いた

ら 」 と 高 見 さ ん。
「 で も、

歌い上げる歌詞に感動した。３番の歌詞

い」と言う。

難しいと思う部分を、何度

「梅かおり桃咲く中に」では、
「梅は水月

粂さんの最新作は、趣味の囲碁をテー

もやり直しながら作り上げ

公園などに今も多いが、桃はどこにある

マにした歌「囲碁の歓（よろこ）び」だ。

た時の達成感は、何ともい

んだ？」と疑問を抱き、歌詞の通りの街

「将棋には村田英雄の『王将』があるが、

えない」と魅力を語った。

になるよう池田市に提案。２００９年に

囲碁にはこれといった曲がない。この歌

五月山での植樹を実現させた。

が囲碁を代表する歌になってくれたらう

市歌に心を動かされた粂さんは、
「私

も愛する池田をたたえる歌を作りたい」

れしい」と夢を語る。
（礒野健一）

なった。作品のアイデアは尽きず、月に
１作品は仕上げている。

（礒野健一）

1941 年に大阪から池田に嫁ぎ、空襲では家の庭にも焼夷（しょうい）
弾が落ちたという。
「今は好きなことができる、いい時代」

自然で遊ぼう⑨ 身近な薬草ゲンノショウコ
日本だけでなく、世界中の生活の中に

表。さつきやま森の幼稚園園長。池田市

は身近な野草を使ったものが多くありま

在住。五月山での様々な自然体験などを

す。山菜などの食べるものはもちろん、

提供。子どもも大人も自然にもっと触れ

薬草なども昔から使われています。しか

てもらいたいと活動中。

し、薬草を使う人は今はほとんどいない
のが現状。このままではそんな先人の知
恵が消える日も近いかもしれません。
そんな中で今回は、身近にある薬草を
紹介します。草の名前は「ゲンノショウ
コ」。その薬効が素晴らしいことから、
「現
の証拠に効いたでしょ」というのが名前
の由来だそうです。整腸作用があり、便
秘にも下痢にも効くという優れもので
す。池田では五月山や細河地区で多く自
生していますが、街中の空き地や駐車場
でも見られます。池田駅前の花壇で見つ
けたこともあります。
花の咲く時期に、根以外を摘んで干し
たあとに、煎（せん）じて飲むのが一般
的です。まだまだ、そんな薬草はいっぱ

「生まれ故郷の横浜の市歌も素晴らしいが、港のことばかりなのが残念。池田は市の風景や文化歴史がたくさ
ん織り込まれているのがいい」

いあります。ぜひ探してみてください。
【木村太郎さん】株式会社ＥＧＧＳ代

ゲンノショウコの花（撮影 KEIKO.O）

ハーブで暮らしを楽しむ⑯
今回は「メンズアロマ」のお話。香り
は女性ばかりが楽しむものと思われがち
ですが、男性には男性ならではの香りの
使い方があります。まるで儀式のように、

参加当日「マチゴト」ご持参の方に

プに（２）を乗せ、球状に丸め固めたら
出来上がり。
精油のオススメはジュニパー、サイプ
レス、ラベンダーの組み合わせ。お父さ

大事なプレゼンや試合の時に使う「勝負

んたちが喜んでくれると良いですね。

香り」があったり、リラックスして過ご

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブ専門ス

すための香りがあったり、集中できるよ

ク ー ル Mrs. Lavender 代 表。http://

うな香りがあったり、とシーンごとに使

mrs-lavender.com/ ▽ info@mrs-

い分ける方が多いようです。そろそろ父

lavender.com

の日を意識したいころ。母
の日と違ってプレゼントに
悩む方も多いかもしれませ
んが、日ごろの疲れをねぎ
らって“手作り発泡バスソ
ルト”をプレゼントにして
みてはいかがでしょう。
（１）重曹（じゅうそう）
大さじ２. ５にクエン酸大
さじ１を加えてよく混ぜま
す（２）天然塩小さじ１に
精油を３～５滴入れて（１）
と混ぜ合わせます（３）ラッ

発泡バスソルトは時間がたつと泡立ちが悪くなるので冷蔵庫で保管を。
そして早めに使ってください

お問合わせ先

TEL：06-6346-8255
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中野振一郎チェンバロリサイタル ３組６名招待
日本を代表するチェンバロ奏者、中野
振一郎が７月７日に、「二人のアントワ
ネット」と題して、池田市民文化会館３
階イベントスペースでソロコンサートを
開催する。１４時開演、前売り自由席
２５００円。チケットはいけだ市民文化
振興財団０７２－７５０－３３３３など
で販売中。
マチゴトはこの招待券を３組６人にプ
レゼント。はがきに「アントワネット」
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（面白
かった記事など）を記入し、〒５３０－
８２５１大阪市北区梅田３－４－５

毎

日新聞ローカルへお送り下さい。締め切
りは６月２６日（消印有効）。発表は発
送をもって代えさせていただきます。

F・クープラン、J・デュフリなどの名曲が、聴く者
を優雅なベルサイユの世界へと誘う

千里阪急ホテルのビアガーデンにペア３組を招待
マ チ ゴ ト は、 千 里 阪 急 ホ テ ル で 開

かった記事など）を記入し、〒５３０－

催 中 の「 プ ー ル サ イ ド ビ ア ガ ー デ ン

８２５１

２０１２」のペア招待券（７８００円相

毎日新聞ローカルまでお送り下さい。

当）を３組にプレゼントします。
緑に囲まれたリゾート感満点のプール
サイドで、４０種類の料理と３０種類の

大阪市北区梅田３－４－５

締め切りは７月７日（当日消印有効）
。

プレゼントの当選は、招待券の発送を
もって代えさせていただきます。

ドリンクが時間内で食べ放題＆飲み放
題。｢ワールドリゾート｣ をテーマに
世界各地を代表するメニューや、シェフ
ができたてを届けるパフォーマンスが登
場する。毎週水、木曜日は人気のサンバ
など迫力あるステージパフォーマンスも
開催。涼しい夜風にふかれながら、開放
的なひとときを楽しむことができる。
はがきに「プールサイドビアガーデン」
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（面白

期間中いつでも利用できる「お得な前売券」販売中（6
月 30 日まで）
。電話は 06 － 6872 － 2211 へ

豊中市、池田市の皆様に伝える

マチの伝言板
誰でも参加できる情報コーナー

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。

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。

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

服部緑地乗馬センター 体験１回コースに招待
マチゴトは、豊中市服部緑地１、服部

緑地乗馬センター
「乗馬クラブクレイン」

送り下さい。
締め切りは７月７日（当日消印有効）。

での乗馬体験１回コース（３５００円相

プレゼントの当選は、招待券の発送を

当）の招待券を１０人にプレゼントしま

もって代えさせていただきます。

す。
乗馬は年齢に関係なく楽しめる。服部

緑地乗馬センターは、初めての人や体力

英会話 外国人講師 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

に自信のない人でも安心して乗馬を楽し

めるよう、インストラクターがマンツー

無料！外国人雇用戦略セミナー
外国人を採用したいけど文化や習慣の違
いが不安」なんて思っていませんか？
外国人材の長所を生かす活用実践ノウハ
ウと、トラブルに巻き込まれないための
適正雇用について詳しく解説します。
6 月 20 日 ( 水 )14 〜 15 時半▽定員 40
名 ( 先着順 ) ▽会場：豊中商工会議所▽
受講料：無料▽問い合わせ・申し込みは
06-6845-8001( 担当：下垣 )

マンで指導している。
「癒しやストレス

解消に、また無理なく続けられるダイ

エットとしても最適なスポーツ」とセン

ターは話す。
参加資格は、小学３年生以上で、身長

１３０センチ以上、体重９０キロ以下

の人。装具レンタル料、保険料として

１２５０円が別途必要になります。
はがきに「乗馬」と明記し、
郵便番号、

住所、氏名、年齢、電話番号、職業と本

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。

紙の感想（面白かった記事など）を記入

し、〒５３０－８２５１

田３－４－５

大阪市北区梅

毎日新聞ローカルまでお

「馬に乗りにくる」ではなく「会いにくる」といっ
た感覚でクラブに訪れる人も多い

お問い合わせは、毎日新聞ローカルまで

☎06-6346-8255

毎日新聞のPRスタッフ募集！
毎日新聞・出版物の新規契約や簡単なご
案内をしていただくお仕事です。
★日給 5000 円 + 出来高払い★勤務地
は豊中・池田・吹田など北摂エリア中心
★勤務時間は 10 〜 21 時内で 5 時間程
度★週 3 〜 5 日★時間・曜日は組合せ
自由★各種保険制度有、未経験者大歓迎
毎日新聞北大阪販売株式会社
☎ 06-6871-0354（10 〜 17 時、平田迄）

マチゴト配布スタッフを募集
池田市の石橋、天神、井口堂エリアを中
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、毎日新聞石橋店
☎ 072-761-8137（担当：安藤）まで。
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マチゴト川柳
題﹁守る﹂﹁アイドル﹂

◇秀句◇戦争を知る身九条守りたい︵有田晴子︶

思い出のアイドル歌手は胸に生き︵吉川勇︶

◇佳句◇夫婦でも互いに守る内緒ごと︵水上一憲︶

雅子妃に寄り添い守る皇太子︵松崎令子︶

◇入選◇アイドルの犬も家人と共に生き︵藤沢長一︶

ハイハイと妻の座無難に守ってる︵橋本カンナ︶

うぶすな

うちの孫アイドル気取りポーズとる︵田村和江︶

産土の神に守られ五十年︵谷川生枝︶

御三家というアイドルも年をとり︵水谷てる子︶

負け犬になっても信念だけ守る︵服部千鶴子︶

アイドルも消耗品で捨てられる︵辻部さと子︶

村人と棚田を守るボランティア︵荒木郁子︶

アイドルの面影いずこ老いたまい︵朝倉軼子︶

アイドルを夢見た孫も母になり︵木下栄子︶

アイドルを引退すれば只の人︵水谷芳昭︶

田中螢柳選

毎日新聞ローカル

10 時〜 20 時。雲雀ヶ丘花屋敷在住で、永年ヒマラヤをテーマに自然に
対する畏敬の念を表現する画家、下浦康瑞氏の個展。油彩・シルクスク
リーンとも展示予定。17 日午後には作家も来店する。無料。サロン＆ジュ
エリーびーふらっと阪本 06-6855-3039。

大阪市北区梅田３ー４ー５

1 5（金）

下浦康瑞氏の個展（21日まで）／サロン＆ジュエリーびーふらっと阪本（蛍池ルシオーレ2階）

マチゴト川柳の次回の題は﹁趣味﹂﹁仲直り﹂です︒はがきに住所︑氏名︑電話番

10 時〜 18 時。浮世絵でも有名な京版画の技法である木版画多色摺りを用い、
身近な草花を描く本荘正彦さんの展覧会。四季の花々の、時には可憐で、時に
は力強い息づかいが伝わってくるような内容になっている。写真の作品「蓮華
瑞相（れんげずいそう）
」の蓮華はハスのことで、瑞相は良い事のある兆しだ
そう。入場無料。ギャルリ VEGA 072-750-3333。

号を記入し︑〒５３０ー８２５１

本荘正彦・花彩りの木版画展（18日まで）／池田市・ギャルリVEGA（阪急池田駅ブランマルシェ3番館）

﹁マチゴト川柳係﹂へお送り下さい︒締め切りは７月３日︵必着︶︒１題２句まで

【開催中】

投句可︒

6月半ば〜7月前半の催しピックアップ

お問合わせ先

イラスト・佐藤星河

1 6（土）

第6回猪山寄席（いのやまよせ）／池田駅前南会館４号室（サンシティ池田２Ｆ）
14 時開場（14 時 15 分開演）
。７人の社会人落語家が日ごろの練習の成果をみせる。入場無料。落語
愛好会オフィス猪山 090-1950-4246。

1 7（日）

父の日コンサートとポップアップカード作り／豊中市立リサイクル交流センター
14 時〜 16 時。演奏は大阪音楽大学・音楽の仕事情報館。参加無料。豊中市立リサイクル交流センター
06-6844-8611。
豊中稲荷神社・第3日曜朝市／豊中市・豊中稲荷神社
9 時半〜 15 時（売り切れた場合は早く終了）。ビストロ疋田の焼き菓子、食肉組合のコロッケ、川本
豆腐店の豆乳ドーナツのほか、手作りこんにゃく、果物、野菜、米などを販売。豊中市小売商業団
体連合会事務局 072-626-5000。

心の花束③ 母へ感謝を込めて
２０代の女性から「母が好きなコチョ
ウランを使った母の日の花束を」という
げようと、ブルー系の花を選び、色や形
にメリハリを効かせました。コチョウラ
ンに、青紫色のカーネーション「ムーン
ダスト」と青色のデルフィニュームをあ

世界のバリアフリー絵本展（7月1日まで）／豊中市・岡町図書館3階集会室

わせ、スノーボールとカラーを添えまし

10 時〜 17 時（最終日は 16 時まで）。絵文字、手話つきの絵本、点字つき絵本、さわる絵本、布の絵
本、障害が絵描かれる本など約 60 冊を展示。23 日 14 時から講演会「つながろう、えほん・こども・
おとな」もある。入場無料。岡町図書館 06-6843-4553。

た。花束を受け取ったお母さんから「花

ぼくたちわたしたちがつくっ展（7月10日まで）／豊中市・市民活動情報サロン（阪急豊中駅舎内）

しています」という知らせが届きました。

2 2（金）

大阪大学総合学術博物館創立10周年記念特別講演会／大阪大学豊中キャンパス・大阪大学会館講堂
阪大博物館創立 10 年を記念し、２つの講演会を開催。14 時 40 分からは中坊徹次京都大学総合博物
館教授を迎え「大正時代の京大所蔵標本が導いたクニマス発見」、16 時からは蓑豊兵庫県立美術館館
長を迎え「欧米大学附属美術館」を開催する。定員 200 人。参加費無料。大阪大学社学連携課総合
学術博物館担当 06-6850-6715。

http://www.hananoheya.com/

要望がありました。モダンな印象に仕上

2 0（水）

10 時〜 19 時（火〜土曜）
。福祉の「なかま」運営委員会に参加する作業所の通所者による作品の展示。
市民活動情報サロン 06-6152-2212。

06-6848-1187 ▽ 9 時～ 19 時▽火曜休▽

束に添えられていた花の名前メモも保管
【花の部屋】豊中市本町 4-1-28 ▽電話

花束のタイトルは「サンクスマザー！ with コチョ
ウラン」

来館者が４００万人を突破 ラーメン記念館
池田市満寿美町にある「インスタント
ラーメン発明記念館」の来館者数が６月

を見て初めて訪問した。ラッキーです」
と話していた。

省エネ相談会・ゴーヤ苗配布（6月23日も）／豊中市・リサイクル交流センター

６日、４００万人を突破した。４００万

記念館は１９９９年１１月２１日に開

22 日と 23 日の 10 時〜 12 時、13 時〜 15 時、15 時〜 16 時に家電製品や住宅についての省エネ相談
会。参加者のうち希望者には、夏の省エネに活用できるゴーヤの苗を配布（1 世帯 2 株、各界 30 世帯、
先着順）
。豊中市環境政策室 06-6858-2108。

人目になったのは山形県東根市の遠藤紗

館。チキンラーメンやオリジナルカップ

智さんで、夫の有羽樹さん、息子の咲弥

ヌードルが作れるとあって、来館者数は

2 3（土）

教室の空気が変われば子どもが変わる／豊中市・千里公民館コラボ
13 時半〜 16 時。子どもの集中力、計算力、記憶力に影響を与えるとされる室内空気質について学ぶ。
国産の木材がもつ空気浄化能力などについての話も。木育情報ネット 06-6353-1368。

2 4（日）

豊中市青少年吹奏楽団サマーコンサート／豊中市・アクア文化ホール
14 時開演。行進曲「希望の空」
（和田信）、歌劇「トゥーランドット」より（G. プッチーニ 編曲：後藤洋）
ほか。 無料。木下さん 06-6878-7318。

2 9（金）

君、娘の柚瑠ちゃんの家族４人で大阪へ

年々増加し、昨年は年間５９万人が訪れ

観光旅行に来ていた。遠藤さんは「雑誌

た。＝情報提供・池田市

（進藤郁美）

創刊１４０年・毎日新聞の1週間無料試読を延長
毎日新聞は、マチゴト豊中・池田版の

≪キャンペーンの対象店舗≫

読者限定で、毎日新聞を１週間無料でお

【 豊 中 市 】 ▽ 蛍 池 販 売 所（ 蛍 池 東 町 ）

届けする「毎日新聞試読キャンペーン」

０６－４８６５－３３５２▽北豊中販売

の実施期間を延長しました。申し込みい

所（春日町）０６－６８５３－３９６６

いきなり九雀の日／豊中市立伝統芸能館

ただいた方には、新しくなったＴＳＵＢ

▽ 東 豊 中 販 売 所（ 東 豊 中 町 ） ０ ６ －

19 時ごろ開演。出演は桂九雀、寒空はだか ( スタンダップコミック )、露の眞。自由料金制（客が
自由に決めた金額を投げ銭箱に入れる方式）。旧落語工房 06-6845-8636。

ＡＫＩのシャンプーとコンディショナー

６８５３－２０１６▽豊中販売所（岡

7 月 5（火）

の試用品もプレゼントします（たくさん

上の町）０６－６８５３－００３６▽岡

用意していますが、数量は限定ですので

町販売所（岡町北）０６－６８５２－

墨麗（すみれ）会作品展（18日まで）／豊中市・蛍池公民館ロビー
書に遊ぶグループ墨麗会の展示会。会津八一の短歌を書にして軸装した作品のほか、
「マチゴト川柳」
選者の田中螢柳さんの作品も表装して展示する。入場無料。

8（日）

第32回七夕まつり／豊中市・本町1〜3丁目、銀座通り商店街、一番街通り商店街
12 時〜 18 時。雨天決行。子どもを対象にした金魚すくい、ヨーヨー釣り、輪投げのほか、大道芸や
ハーブ市なども。
大阪府高次脳機能障がい支援普及啓発講演／吹田市・千里金襴大学佐藤記念講堂
14 時〜 16 時。まだ一般社会での認知度が低い高次脳機能障がいについて、当事者、家族、および
一般向けに障がいへの理解を目的としての普及啓発イベント。交通事故で高次脳機能障がいの後遺
症あある若手俳優の柳浩太郎さんの講演も。社会福祉法人豊中木らら福祉会 工房「羅針盤」066152-4770。

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。

ご了解ください）
。キャンペーン期間は

４５０７

２０１２年６月３０日までです。申し込

【 池 田 市 】 ▽ 池 田 南 販 売 所（ 神 田 町 ）

みは、下記の販売店に電話でお問い合わ

０７２－７５１－０５２１▽石橋販売所

せください。

( 天神 ) ０７２－７６１－８１３７

（編集長・梶川伸）

