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７００頭になる。豊中警察署による

と、今年、市内で起こったひったく

りなどの街頭犯罪件数は９月１日現

在で７件。樋口さんは「人口規模を

考えると驚くべき成績」と喜ぶ。

　緑丘自治会長の岡本英子さんは

「犬の散歩中は知らない人でもあい

さつするようになり、地区全体が明

るくなった」と話している。＝４、

５面にペットの投稿写真（早川方子）

愛
犬と散歩しながら地域の防犯

に努める豊中市緑丘の「わん

わんパトロール隊」が、今年で結成

３年を迎える。警察と連携した活動

の結果、同地区内の空き巣被害が激

減。他の地区にも波及し、豊中市全

光る蛍光色にし、通報先が記載され

たカードを携帯する。不審者はすぐ

に通報され、犯罪者は遠ざけられた。

　緑丘は瀟洒（しょうしゃ）な一戸

建てが並ぶ住宅街。以前は空き巣被

害が月１件、多い時は月２、３件あっ

たが、現在はほとんどないという。

　この結果を受けて、永楽荘など市

内各地で次々とパトロール隊がで

きた。現在、豊中全体の隊員犬は

体の街頭犯罪率も大幅に改善した。

　わんわんパトロール隊ができたの

は２００７年１２月。当時、豊中

署野畑交番所長だった樋口泰廣さん

と自治会員の松本孝治さんが、犬を

飼っている家が多いことに注目して

隊発足を提案した。現在、隊員は

２１０人、隊員犬は２３９頭になる。

　システムはシンプルで、隊員は犬

の散歩をする際、リードを夜間でも

緑丘地区の「わんわ
んパトロール隊」。
住民と犬と警察が連
携して、安全で親し
みやすい町づくりに
成功した

sakozo
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緑丘・わんわんパトロール隊　
　空き巣、ひったくりが激減
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豊
中市立リサイクル交流センター

（中桜塚１）でこのほど、酒パッ

クなどの古紙を再利用した紙すき教室

が開かれ、親子ら３１人が参加した。

　リサイクル交流センターでは障害者

支援団体の紙すき工房「どんぶり」と

年に２回、紙すき教室を開いている。

　材料はミスプリントで商品にならな

かった酒パックなどで、

参加者は「どんぶり」の

メンバーからアドバイス

を受けながら、真剣な面

持ちで紙をすいていっ

た。

　兄弟で参加した松村紫

音（しおん）君（小４）

と弟の零音（れいん）君

（６つ）は「紙パックか

らはがきができるなんて

おもしろい」と笑顔で話

していた。（早川方子）

School

古紙からはがき　親子で体験

真剣な面持ちで紙すきに挑戦する児童

sakozo

９
月１２日（日）、池田市で学生、

社会人、プロの落語が楽しめる

３つのイベントが開かれる。

　まずは学生。大阪大学、関西大学、

関西学院大学の落語研究会が、新町の

いけだピアまるセンターで阪大関大関

学落研落語大戦を開催する。午後１時

開演、入場無料。

　社会人落語は栄本町の

こいし歯科で開かれる手

水寄席だ。院長の恋歯家

歯つ恋（高座名）さんら

が出演。正午と午後３時

の２回公演、入場無料。

　午後６時からは池田駅

前てるてる広場で笑福亭

瓶太、桂文鹿をゲストに、

夕暮れ落語を開催。こち

らは木戸銭が必要だ。

　大いに笑って残暑を吹

き飛ばそう。（礒野健一）

Culture

９月１２日、池田は落語三昧

阪大関大関学落研落語大戦の会場となる池田市新町のいけだピ
アまるセンター

keniso

第
３５回豊中市民健康展が９月

１９日、曽根東町３の豊中市

民会館と中央公民館で開かれる。この

１０年、豊中市民健康づくり協議会会

長として市民健康展を取り仕切ってき

た行岡眼科（新千里南町２）の行岡陽

子さんは、「回を重ねるごとに規模が

大きくなり、市民まつりのようなイベ

ントになってきた」と話す。

　行岡さんは、１９７０年に眼科を開

業した。４０年間、第一線で診療を続

けている。５３歳の時に夫の宗彦さん

（当時５３歳）を肝臓がんで亡くした。

「『もっと生きたい。やりたいことがた

くさんある』と言いながら死んでいき

ました。当たり前のことだけれど、健

康でなければ何もできない」と話す。

自身も１０年前に子宮頚がんを患っ

た。気付いた時には、がんは３期まで

進行していた。「発見が遅れたのは検

診を受けていなかったから。早期に分

かれば、一生続くだろう副症状に苦し

むことはなかったのかも知れない。検

診の大事さが身にしみている」という

行岡さんは、自身の体験も含め、予防

医学を訴える。

　市民健康展には、「自分の体は自分

で守る。早期発見につながるように、

自分の体の状態や健康に関心を持って

ほしい」という行岡さんの願いが込め

られている。

　７６歳。「最近では、孫まで一家３

代の診察も多くなった。眼科のほかに、

食事、睡眠、家族間のトラブルに至る

まで相談がある。まるでよろず相談

所みたい」。自分ができると思う間は、

眼科医を続けたいと話している。

　市民健康展は午前１０時～午後４

時。身体検査、骨密度や体脂肪率測定、

ストレスチェック、ＡＥＤを用いた心

肺蘇生実技指導などの人気コーナーに

加え、今年は乳がんの自己検診法を教

えたり、ワクチンについての講演会、

落語もある。初の試みとなる落語につ

いて行岡さんは「健康は笑いからよ」

と言って、うふふと笑った。参加無料。

問い合わせは豊中市健康支援室０６－

６８５８－２２９１。　　（進藤郁美）

「自分の体を知ることはとても大事」と話す豊中市民健康づくり協議会会長の行岡陽子さん

iku_mi_iku
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豊中・健康展　行岡医師に聞く
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ワ
ンポイントアドバイスは子育

ての際に気をつけることを、

専門家に聞いて掲載します。相談内

容を、マチゴトに送ってください。

　「わが家の宝もの」はお子さんの

写真、絵はお子さんが描いたパパや

ママ、つぶやきの文章はお子さんた

ちの可愛い言葉です。

　それぞれ住所（町名まで）、お子

さんとお母さん、お父さんの名前（幼

稚園や保育園からの投稿は園名）を

添えて、写真や絵の作品、つぶやき

の文章をお寄せください。メール

（info-toyonakaikeda@machigoto.

jp）か、郵送で（５３０－８２５１

　大阪市北区梅田３－４－５　毎日

新聞ローカル）。　（編集長・梶川伸）

shin7000

Family

子どもの写真や
親の似顔絵募集

お
母さんが仲間とうまく付き合え

ない――

　子どもが公園などで遊ぶようになる

と、よその親子と顔を合わせる機会が

増える。子どもにとっても母親にとっ

ても友人を見つけるチャンスだが、子

育て以上に面倒なのが母親同士の付き

合い。母親同士の仲がこじれてしまっ

たために、誰もいない早朝の公園で遊

ぶはめになった親子もいるとか。

　「仲たがいの原因は取るに足りない

場合がほとんど」と話すのは、豊中市

子育て支援センター「ほっぺ」の地域

支援保育士。「ぶたれた」「オモチャを

取られた」などを理由に疎外され、泣

きながら相談してくる母親もいる。

　「人や物に手を出すのは好奇心が旺

盛だから。“原因”となった子どもを

叱りすぎないで、根気よく社会のルー

ルを教えてほしい」と保育士は話す。

　また、母親には広い視野をもつよう

アドバイスする。「みんなと一緒じゃ

なきゃダメ、と思わないで。母親同士

のつながりにこだわらず、新しい趣味

やボランティアを始めるのもいい。そ

こで友だちができるかもしれません」

　視野が広がれば、ささいないざこざ

は気にならなくなる。子育てにも良い

影響を及ぼすに違いない。（早川方子）

【ほっぺ】豊中市岡上の町２－１－

１５、保育士のほか看護師もいる。プ

レイルームの利用は、月～土、９時～

１７時１５分。育児に関する電話相談

は０６－６８５２－５５２６。

Children

sakozo

子育てワンポイントアドバイス

育
実（はぐみ）ちゃんはきれい

好き。遊んだ後、おかたづけ

をしているところをパチリ。

Family

わが家の宝もの

　　小田育実ちゃん
　　ママ　祥子さん（池田市井口堂）

sakozo

は
な「なんで　途中で走るの　

やめんの？」

たけし「だって　ぬかれるの　いや

やもん」

こうじ「ひとりで走ってるんちがう

やろ？　リレーは走らなあかんね

ん」

ゆり「ともだちがな　がんばって

走ったら　また勝つかもしれんや

ろ」

たけし「……うん」

　友だちにくやしい気持ちを受け止

めてもらって、たけしちゃんはまた

走りだしました。

（豊中市・子どものつぶやき展より）

sakozo

Children

ぬかれるのいや
たけし（５歳）

お
料理しているお母さん

　　　　　　　◇

黄色のエプロンがお母さんによく似

合っていますね。とってもすてきで

す。

Family

　　　辻　宙大（みちひろ）くん
　　　　　　（豊中文化幼稚園）

sakozo

ぼくのママ

２
歳６カ月から就園前の子ども

とその保護者を対象に、蛍池

公民館（豊中市蛍池中町３）で「親

子ふれあい体操」が開かれる。講師

はナックルスポーツクラブのインス

トラクターが務める。

　ボールを使った体操や手をつない

でのストレッチなど、体を使ってふ

れあうことで、体力だけでなく親子

のコミュニケーションづくりにも役

立てていこうというもの。

　１０月８日、１５日、２２日の午

前１０時半～１１時半。申し込みは

９月１７日午前１０時半から電話で

受け付ける。先着順で１５組限定。

参加費無料。申し込みは、蛍池公民

館０６－６８４３－５５６１。

sakozo

Children

親子で体操
蛍池公民館

池
田市民文化会館で９月１１

日、「いけだこどもフェスティ

バル　ＩＮ　アゼリア」が開かれる。

毎年、約１０００人が参加して続い

てきたが、今回が最終回。実行委は

「昨年の第１０回で一区切り。最終

回はありがとうの意味を込めた開催

に」。

　第１部は人形劇や工作で楽しむ

「いつもの子フェス」、第２部は特別

企画「ロバの音楽座」コンサート。

ロバの音楽座はバグパイプ、オルガ

ンなどの古楽器や手作り楽器を奏

で、絵本から飛び出したような世界

を演出、フィナーレを盛り上げる。

入場料６００円（前売り５００円）。

同会館０７２－７６１－８８１１。

iku_mi_iku

Life

いけだこどもフェ
スが最終回
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甘
えん坊のクッキーです。

雷と雨音が大嫌い。

ぶるぶる震えて抱っこして！って甘

えてきます。

Pet

池田市桃園  H.K さん

shin7000

クッキー
甘えん坊

ミ
ニチュアダックスフンドのぷ

りんとみるくです。年齢差

はありますがおじいちゃんやおばあ

ちゃんに可愛がってもらって、家族

のみんなと6人と2匹で仲良く暮ら

しています。

Pet

豊中市中桜塚　I.R さん　

shin7000

ぷりん１１歳
みるく　３歳

阪
急石橋駅前の「いしばしや」

にいます。看板猫として、接

客にも大忙しの日々です。時々、お

店のぬいぐるみに紛れています。

Pet

ブラン　１歳
ペルシャ男の子

　　　池田市石橋　I.F さん

shin7000

こ
の夏ゴーヤのベランダ栽培初

挑戦☆

初収穫のゴーヤを前に記念写真パチ

リ☆

Pet

ひめ（８歳、ミニ
チュアダックス）

　豊中市北緑丘　M.S さん　

shin7000

豊
中市中部の住宅街で、道路の一

角には猫用のトイレが設置して

ある。近くには、片耳に桜の花びら形

のカットが入っている猫がいる。不妊

去勢手術をした印だ。飼い主のいない

猫を住民が協力して世話をする「地域

猫」の取り組みで、実践しているのは

「あにまるライフ豊中」。主婦６人が中

心となって活動を続けている。「小さ

な取り組みだけれど、少しずつネット

ワークが広がってきた」という。

　地域猫は、「えさ場やトイレを設け、

掃除をする」「猫に不妊去勢手術をす

る」といったルールを定め、街と猫と

の共生を図ることが目的。１９９９年、

横浜市磯子区が猫の飼育ガイドライン

を作ったのが最初だといわれる。最近

では、モデル地域を指定して活動支援

する自治体が増えるなど、各地で広が

りを見せている。

　大阪府内では、猫好きの住民や動物

愛護団体などによる自主的な活動は続

けられているが、地域の理解を得るの

に苦労しているところが多いようだ。

あにまるライフ豊中は府内で数少ない

成功例。その理由を「近隣住民の顔が

よく見え、対話ができる地域だったの

が幸運だった」と分析。

　あにまるライフ豊中は２００４年

に「地域猫を考える会」として発足し

た。地域にいる猫を捕獲して不妊去勢

手術を施し、元に戻す活動を続けてい

る。生まれて間もない猫や家猫になれ

そうな猫は、メンバーの自宅の一室を

使って保護する。離乳まで育て、健康

管理を行い、飼い主を捜す。これまで

５００匹以上を施術し、２００匹以上

を新しい飼い主のもとへ送り出してき

た。バザーや寄付だけでは追いつかず、

自費で活動を続けているという。

　あにまるライフ豊中は「最も難しい

のは家族や地域の理解を得ること。今

後、行政の支援が活発になることを期

待したい」と話している。

　あにまるライフ豊中は、募金を呼び

掛けている。募金口座は、ゆうちょ銀

行「００９６０－３－０７９５８１　

あにまるライフ豊中」　　（進藤郁美）

地域猫の取り組みが成功している「あにまるライフ豊中」。メンバーの自宅の一室を使って猫を保
護している

iku_mi_iku
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あにまるライフ豊中と地域猫

豊
中市中部の住宅街で、道路の一

角には猫用のトイレが設置して

ある。近くには、片耳に桜の花びら形

のカットが入っている猫がいる。不妊

去勢手術をした印だ。飼い主のいない

猫を住民が協力して世話をする「地域

猫」の取り組みで、実践しているのは

「あにまるライフ豊中」。主婦６人が中

心となって活動を続けている。「小さ

な取り組みだけれど、少しずつネット

ワークが広がってきた」という。

　地域猫は、「えさ場やトイレを設け、

掃除をする」「猫に不妊去勢手術をす

る」といったルールを定め、街と猫と

の共生を図ることが目的。１９９９年、

横浜市磯子区が猫の飼育ガイドライン

を作ったのが最初だといわれる。最近

では、モデル地域を指定して活動支援

する自治体が増えるなど、各地で広が

りを見せている。

　大阪府内では、猫好きの住民や動物

愛護団体などによる自主的な活動は続

けられているが、地域の理解を得るの

に苦労しているところが多いようだ。

あにまるライフ豊中は府内で数少ない

成功例。その理由を「近隣住民の顔が

よく見え、対話ができる地域だったの

が幸運だった」と分析。

　あにまるライフ豊中は２００４年

に「地域猫を考える会」として発足し

た。地域にいる猫を捕獲して不妊去勢

手術を施し、元に戻す活動を続けてい

る。生まれて間もない猫や家猫になれ

そうな猫は、メンバーの自宅の一室を

使って保護する。離乳まで育て、健康

管理を行い、飼い主を捜す。これまで

５００匹以上を施術し、２００匹以上

を新しい飼い主のもとへ送り出してき

た。バザーや寄付だけでは追いつかず、

自費で活動を続けているという。

　あにまるライフ豊中は「最も難しい

のは家族や地域の理解を得ること。今

後、行政の支援が活発になることを期

待したい」と話している。

　あにまるライフ豊中は、募金を呼び

掛けている。募金口座は、ゆうちょ銀

行「００９６０－３－０７９５８１　

あにまるライフ豊中」　　（進藤郁美）

地域猫の取り組みが成功している「あにまるライフ豊中」。メンバーの自宅の一室を使って猫を保
護している

iku_mi_iku

Pet

あにまるライフ豊中と地域猫
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大
人しくていつも家のどこかで

寝ています。

だけど時々こんな感じに変身しま

す。

Pet

ナナ
ときどき変身

　　　豊中市東豊中町　G.A さん　

shin7000

ド
ライのドッグフードを皿に入

れ、水をかけてレンジでチ

ン！そこに犬用の粉ミルクをかけ混

ぜて出来上がり。呉子の大好物。

Pet

呉子（ぐれこ）
グルメな女の子

　　　豊中市待兼山町　O.K さん

shin7000

か
ぶりものならなんでも似合う

ワンコです。

Pet

最中（もなか）
かぶりもの大好き

　　　池田市神田　H.K さん

shin7000

歯
がかゆくて、手をかんでる、

ムッシュ君

Pet

豊中市中桜塚　N.Y さん

shin7000

ムッシュ
歯がかゆくて

【calm】豊中市中桜塚 2 － 31 － 35 ▽ 12 ～ 20
時▽不定休▽電話 06－ 6868 － 9337。写真の猫
は上からマナ、レア、モアニ

猫
が大好きだけど、事情があっ

て家では飼えない。そんな

人にうってつけなのが、猫カフェ巡

りが趣味だった渡辺亜希子さんが

２０１０年６月にオープンした「猫

カフェｃａｌｍ」だ。

　店には５匹の猫スタッフが“勤

務”。猫を保護するボランティアか

ら引き取ったメスで、うち３匹は生

後５カ月のやんちゃざかり。落ち着

いた２匹の大人猫を尻目に、カフェ

の中を文字通り跳び回っている。

　５匹というのは猫カフェとしては

少ない部類だが、その分のんびりく

つろげる。利用料金は１時間８００

円、１ドリンク付きは１０００円。

延長１５分毎２００円。（礒野健一）

Pet

猫カフェｃａｌｍ　桜塚に開店
keniso

大
阪府獣医師会豊能支部も、殺処

分される犬や猫の救済へ向け、

２０１０年５月、シェルター動物支援

委員会（仮称）を設置した。委員長を

務めるバオ動物病院（豊中市東寺内町）

の柴尾悟さんは「当面は不妊去勢手術、

飼い方指導を徹底したい」とし、飼い

主のいない犬や猫の里親探し、医療サ

ポートにも取り組みたい

という。

　柴尾さんは１９８６年

に開業。９８年には北

摂夜間救急動物病院を

つくった。「動物と楽し

く生活できるように」と

相談や診察を続けてい

る。バオ動物病院０６－

６３３７－１５８０。

　　　　　　（進藤郁美）

Pet

獣医師会がシェルター委員会

事故で左目の角膜が破れる重傷を負った猫「ノラ美」を引き取
り、病院で飼っている。柴尾さんと一緒にハイポーズ！

iku_mi_iku
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阪
急庄内駅で降り、まず訪ねたの

は、前回行った善徳寺。境内に

力石があり、それを見忘れていたから

だ。江戸時代から旧家に伝わっていた

ものを移した、と説明がある。力自慢

の若者たちが競って担いだ名石で、重

さは１２０キロもあるそうだ。

　天竺（てんじく）川を東へ渡ると長

島住吉神社。江戸時代のものが残って

いる。手水舎（てみずや）は元禄７

（１６９４）、鳥居は明和５（１７６８）

年。また境内には、豊中市の保護樹木

に指定されたクスノキが何本もあり、

鎮守の森をつくっている。子どもの格

好の遊び場になっていた。

　再び天竺川を西に渡るところに、道

標がある。「左みのを　右勝尾寺」の

文字。「みのを」は箕面だろう。

　国道１７６号稲津町交差点でまた東

にとる。天竺川を渡り、飯野藩浜屋敷

跡を訪ねる。バッティング練習をして

いた父子に聞くと、「あそこに何かあ

る」と教えられた。そこが目指す石碑

の場所だった。上総国飯野２万石の保

科氏は大坂夏の陣に功績があり、藩主

正益がここに代官所を置き、浜屋敷と

称した、と説明があった。

　服部南町で能勢街道から分かれ、旧

吹田街道を少し歩いてみる。この道は

江戸時代、伊勢神宮参りの道筋になっ

ていたと資料にある。豊中市立第十二

中学校の北側に、史跡春日大社南郷目

代（もくだい）今西氏屋敷がある。目

代とは、平安中期から鎌倉期に国司が

現地に派遣した代理人で、今西氏は荘

園「垂水西牧」を管理していた。

　さらに東へ歩くと、今西氏屋敷外堀

跡の説明板がある。豊中市立小曽根校

区南郷の家の建設に伴い、発掘調査で

確認された。会館に出土品が展示して

ある。ながめていると、会館の運営メ

ンバーの古川幸治さんが「周辺の案内

をしよう」と言い、白蛇や神様や鹿塚

を案内してもらった。鹿塚は春日大社

のご神体を運んできたのに、近くの人

に殺された、という言い伝えがあるそ

うだ。今回は天竺川を何回も渡った街

道歩きだった。　　　　　　（梶川伸）

重さは 32貫 120キロもある力石

shin7000

Culture

能勢街道をゆく③　庄内～服部

寡
黙な主人と、多弁な女将。池田

市井口堂の寿し善は、吉岡治さ

ん（６１）と秀子さん（６１）の対照

的な夫婦が営んでいる。

　店を出したのは１９７３年。「７月

に娘が生まれて、９月に店を出したか

ら本当に忙しくて。当時はＰＣＢ問題

で生魚を食べない風潮があったので、

しばらくは大変でした」と秀子さん。

寝る間も惜しんで働いたことで、５年

目あたりから経営も軌道に乗り、一時

はアルバイトを含めて２０人を雇うほ

どに繁盛した。

　池田市内からだけでなく、豊中や川

西からも常連客がやって来る。その中

には１００歳と９６歳の老夫婦もいる

というから驚きだ。その２人のために

にぎる寿司は、指先ほどの大きさの特

別製。入院した治さんの母ににぎった

のが最初だという。

　最近は回転寿司屋の台頭もあり、か

つてほどの勢いがなくなった。新規の

客を取り込まなければと、約１年前に

昼のサービスランチとして「びっくり

海鮮ちらし」を出した。

　マグロ、サーモン、タコ、ハモ、ウ

ニなど、１０種類以上のネタが、おけ

一杯に散りばめられた彩り豊かなちら

し寿司は、具だくさんの豚汁まで付い

て８５０円。まさに、びっくりな内容

だ。「これを食べた方が夜にも来てく

れれば」と、採算を度外視して提供し

ている。

　夜は寿司はもちろん、鍋料理も自慢

の品。特に１０月下旬から提供される

フグは「他の店には負けません！」と

のこと。

　秀子さんから話を聞く間、黙々と寿

司をにぎっていた治さん。２人並んで

の写真撮影も「俺はいいよ」と遠慮し

ていたが、秀子さんに引っ張られる形

でレンズに笑顔を見せてくれた。

　「ここまでやってこられたのは全部

お客さんのおかげ。あと３年で４０周

年なので、それまではなんとか頑張り

たい」と話す秀子さんを、治さんは穏

やかに見守る。

　　　　　　　　　　　　（礒野健一）

【寿し善】池田市井口堂 2－ 7－ 16▽ 11時～ 22時（ランチは 14時まで）▽電話 072－ 762
－ 6570。吉岡治さん（右）と「びっくり海鮮ちらし」を持つ秀子さん

keniso

Gourmet

二人三脚で３７年　寿し善



Thank
You
いけだこどもフェス１０年間ありがとう

地域の皆さまに愛されてきました「いけだこどもフェスティバルｉｎアゼリア」
が９月１１日の１１回目で幕を閉じます。このフェスは、子どもの文化にか

かわる池田市民が実行委員となり、１９９９年に始まりました。赤ちゃんから大人
までみんな一緒になって「見て、聞いて、作って、遊んで、楽しんで」いただける、
池田市民文化会館全館を使ったスタッフ手作りの催しです。今までたくさんの出会
いがあり、出会った数だけの感動がありました。フェスに足を運んで下さった多く
のお客様、出演者の方々、手伝って下さったボランティアスタッフの皆さん、事務
局としてスタッフを支えて下さった会館の皆さんに、心からの感謝を申し上げます。
どうもありがとうございました。　（いけだこどもフェスティバル実行委員会一同）

shin7000

Thank
You
かぞくのみんなへ

パパいつもかいしゃをがんばってくれてありがとう。ママ、うんでくれてあり
がとう。

あいはじぶんがだいすきです。まいにちたのしいし。いきていることがうれしいです。
だから、いきていることをありがたいとおもいました。
おとうとへ。まいにちあそんでくれてありがとう。うるさいとおもうこともあるけ
れど、うまれてきてよかったよ。
♡みんなだいすき♡
　　石橋小学校　山崎瞳子さん（池田「つたえよう！いのちのつながり」第１２回
＝２００９年＝作品から）

shin7000

Thank
You
懐かしいミゼットがアゼリアホールに

池田市民文化会館「アゼリアホー
ル」の１階に、ダイハツの懐かし

い３輪自動車「ミゼット」が展示してあ
る。１９５９年式のＤＳＡ型で、総排気
量２４９ＣＣ。ダイハツ広報によると、
ミゼットは１９５７年から７１年まで、
３１万７１５２台が生産された。展示し
てあるのは、型式では２代目の車だとい
う。思い出がある人も多いのでは。

shin7000

全長2.54メートル、最大積載量350キロ、
最大出力 10馬力

Thank
You
二宮光晴さんを消防表彰

豊中市南消防署は８月２０日、住宅
火災で避難誘導と初期消火に尽力

した庄内栄町３、二宮光晴さんを表彰し
た。７月２４日、二宮さんは自宅南側の
住宅から煙が上がっているのを見つけた。
消火器を持って駆けつけると、子ども２
人が水をかけていた。火は天井に達して
いたので、二宮さんは子どもたちに避難
を指示するとともに、消火器で消火した。

shin7000

感謝状を受け取る二宮さん

Present

アンケートに答えて１万円GET!

マチゴトでは、より良いコンテンツ提供を目指して、皆様からのご意見やご感
想をアンケートでお願いしています。アンケートは、この２次元コードを携

帯電話で読み込みいただくか、公式サイト（http://machigoto.jp）から回答をお願
いいたします。なお、ツイッターで「マチゴト」をフォローしている方が回答いた
だくと、抽選で1名様に現金1万円をプレゼントします。当選者はぜひご家族、ご
友人と一緒にお使いいただき、その感想をツイッターでつぶやいてください。当選
者の発表は、ツイッターのダイレクトメッセージ（メール）で行います。そのため
アンケートでツイッターのＩＤを入力いただく必要があります。
応募の締め切りは２０１０年９月２２日（水）の２４時。

m_toyonakaikeda

　この夏は石橋まつりから始まり、豊中まつり、猪名川花火大会、がんがら

火祭りなど、豊中・池田の色々な祭りや行事の取材に行きました。今回取材

させてもらった「寿し善」の女将さんからも、畑天満宮の秋祭りについて教

えてもらい、大阪のベッドタウンというイメージしかなかった豊中・池田が、

こんなに見所の多い街だったことに驚いています。

　それは外部の人間である僕だけの印象ではないようです。猪名川花火大会

などの大きな行事でも、あるのは知っていても日時は知らない人が多く、小

さなイベントだと存在すら知らなかったという感想をよく聞きました。

　しかしそれはもったいない話。その“もったいない”を解消できる媒体に、

マチゴトはなっていきます。いずれはネット検索のように、「街の事が知りた

ければマチゴトをチェック」という行動パターンが生まれればいいなと夢想

しています。そのためには、もっともっと勉強しないとですね！（礒野健一）

編集室のつぶやき
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