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金魚すくい・おか〜ん３人組
日本１へ特技
「常笑すくい」

毎
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年８月第３日曜に奈良県大和郡
山市である全国金魚すくい選手

権に、赤い闘志を燃やす３人の主婦が
いる。池田市の神野康子さんと吉永と
よ子さん、河南町の檜原俊子さんだ。
チーム「浪速のおか～ん」を結成し、
「来
年は日本１をすくい取る」つもりだ。
神野さんが４年前、他の２人にラブ
コールを送り、チームが結成できた。
檜原さんは第３回大会、吉永さんは第
４回の個人戦で優勝したつわもの。第
１２回大会準優勝の神野さんにとって
はあこがれの存在だった。神野さんは
「檜原さんの金魚を吸い寄せるような
すくい方と、吉永さんの笑顔にほれ込
んで、猛アタックした」と照れる。
「年１回の大会に向けて練習を重ね、
本番で心が１つになる。団体戦には個
人戦では味わえない楽しさがある」と
神野さん。２０１１年の第１７回大会

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

は３分間に１２７匹をすくって、団体
戦３位に輝いた。しかし、今年は準決
勝敗退。
「１匹の差で負けた」と悔し
がる。
「大阪のオバチャンらしく、に
ぎやかに楽しく。いつも笑顔で」の精
神で、
「常笑すくい」を合言葉に「来
年こそは」と気合を入れ直している。
３人は大和郡山市の金魚すくい道
場「こちくや」に時々集まって腕を磨
く。取材で水槽をのぞき込むと、金魚
をすくうポイを軽やかに操り、次々と
すくっていく。尾びれはずし（よく動
くしっぽは紙が破れないよう、ポイの
外にはみ出させる）
、三日月落とし（ポ
イを斜めにし、すくいながら水を切
る）
、戸惑いすくい（金魚が一瞬止ま
る時を狙う）などの技を駆使する。
「オ

笑顔で練習する（左
から）檜原さん、吉
永さん、神野さん＝
大和郡山市の「こち
くや」で

バチャンになっても、夢中になれるこ
とがあるって幸せ」
。金魚は若さを保
つ友だちでもあるらしい。
（進藤郁美）

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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薬剤師でパン職人 藤岡洋彦さん
卵と牛乳を使わず、天然酵母と粗塩や

三温糖を使ったパンを手作りし販売する

「パン工房

フォーゲル」が、池田市旭

丘にある。現役の薬剤師の藤岡洋彦さん

が２役をこなしてオーナーを務め、
「体

に優しく、おいしいパンを食べてもらえ

るように」と始めた店だ。店舗での販売

のほか、配達やネット通販もしている。
藤岡さんの１日は慌ただしい。朝は４

時半に起きて、５時には店の調理場で１

次発酵が済んだパン生地を型に入れる成

形作業をする。８時半からバイクで伊丹

市内の薬局に出勤。昼休みを利用して午

おすすめは「天然酵母湯種食パン」
（550 円）や「い
ちじくプチパン」（60 円）。歯ごたえがあると人気

をかけっぱなしで」と苦笑する。
薬剤師という安定した職業に就きなが

後１時半には調理場に戻り、
パンを焼く。

らも、パン作りを辞めないのには理由が

４時半に再び薬局に戻り、７時半まで勤

ある。藤岡さんは１９９５年から１２年

務。８時ごろまた店に戻り、１０時まで

間、別のパン工房を大阪市内で経営して

明日の準備をする。藤岡さんが留守の間

いた。
「材料にこだわった焼きたてパン」

は、パートタイムの女性スタッフが店を

が好評で、北新地の有名レストランや大

預かる。二足のわらじを履きながらの毎

手デパートが顧客になった。卸し売り

日は忙しい。藤岡さんは「家族には迷惑

専門として繁盛した勢いに乗り、７年前
に箕面市内に販売店を出
店。しかし経営がうまく
いかず、ほどなく店をた
たむことになった。しば
らく薬剤師の職に戻り、
パン作りから離れていた
が、「パンの仕事を途中
で終わらせたくない」と
再び店を構えた。
「店は正直もうかって
いません。薬局の給料で
補充している」と藤岡さ
ん。「 月 並 み だ け ど、 お
客さんに『おいしい』と
言ってもらうと本当にう
れしい。だから続けられ
る」と笑みを見せる。
（早川方子）
【パン工房

フォーゲル】

池田市旭丘１－５－３１
▽電話０７２－７３７－
９９５５▽ホームページ
（http://www.rakuten.
co.jp/vogel） で ネ ッ ト
通販も受け付け

車で 10 分ほどの距離なら配達も受けて付けている。配達は毎週火・木・
土の午後 5 ～ 7 時。食パン 1 本でも配達可

同窓会のノウハウ③ 会場、ゲストを決める
名簿の作成が終わったら、いよいよ同

ば、その１回だけで終わってしまう」

社会人落語４代目名人は新潟の元警察官
アマチュア落語家日本１を決める第

年は銀メダルだったので、今年は金を取

窓会の会場を決める。豊中市立第九中学

会場はできれば母校がいいが、無理な

４回社会人落語日本一決定戦が９月８

りたかった。賞金の５０万円は、生活費

校の同窓会総会は、母校の体育館を借り

ら母校のすぐ近くで探す。そして必ず恩

日、池田市で行われた。全国から応募の

として妻に取られるかな」と笑わせた。

ることができた。しかし、レストランや

師を招待する。

あった３３２人から、１次審査を通った

審査員を務めた月亭八方さんは入山さ

居酒屋などの飲食店を会場とする場合も

「当時は苦手だった先生でも、大人に

１６５人が、落語みゅーじあむなど市内

んの落語を「形がしっかりできていた」

多いだろう。九中同窓会総会で事務局長

なって再会すると印象が変わっていて、

８カ所で予選を行い、１０人が池田市立

と評価。大会総括の桂文枝さんは「地域

を務めた松本泉さんは「それでも母校が

それもまた楽しいものですよ」と松本さ

池田小学校体育館での決勝の舞台に進ん

を基盤とした生活感のある話がよかっ

見える店を選ぶなど、とにかく母校を思

んは語る。

だ。

た。大会全体を見ても、参加者のレベル

（早川方子）

い出させるような場所がいい」とアドバ

決勝は１２分の持ち時間で、本職のこ

イスする。そして「当時の

とや出身地の方言をいかし

担任の先生や部活動の顧問

た語りを取り入れ、古典、

の先生らをぜひ招待して」

創作落語を披露した。会場

と付け加えた。

は大きな笑い声と拍手に包

松本さんが先生や場所に

まれた。

こだわるのは、せっかくの

４代目名人となったのは

同窓会を単なる飲み会にし

新潟県の元警察官、入山隆
（高座名・三流亭楽々）さ

ないためだ。
「会場が母校と関係のな

ん。演目の「老婆（ば）の

い場所で、おまけに先生も

戦術」は、交番の若い警官

いないとなると、次回の同

とおばあさんのやり取りを

窓会開催へと続かない恐れ

がある。ただの飲み会なら

が非常に高かった」
と話した。
（礒野健一）

豊中市立第九中学校の同窓会総会は、母校の体育館で開かれた

描いた創作落語で、自分の
経験をヒントにした。
「去

入賞した 4 人と、審査員を務めた月亭八方さん、小南修身池田市長、
桂文枝さん

お問合わせ先

わが家の宝もの

を開けたあなたにも、雨の音が聞こえて

幸大（こうだい）

とってもマイペー

くんは、甘えん坊。

スな男の子。お母

いまはちょっと人

いるところ」を読んでいた時、怪獣踊り

さんによると、い

見知りで、いつも

の場面は文字がないので、絵を楽しんで

つも１人で上手に

ママにべったりと

いました。すると、お子さんが「お話読

遊び、たっぷり寝

くっついていない

んで」と。「字がないから読めないよ」

て、あまり手のか

と落ち着きませ

と答えると、お子さんは文字のないペー

からない子だそう

ん。そして、おっ

ジであることに、初めて気づいたそうで

です。

とりとした優しい

す。それまでは、絵を見るだけでお話や

性格の男の子です。

音楽を感じていたのでしょう。優れた絵

【雨、あめ】
知人がお子さんと「かいじゅうたちの

がお話を語るエピソードです。この作品
も、絵が語ってくれます。絵本のページ

わが家の宝もの
開 翔（ か い と ）

きませんか？

（絵本を楽しむ会・Ｍ）

「雨、あめ」作：ピーター・スピアー（評論社）

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編㉔

わが家の宝もの
理咲子ちゃん
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子どもと楽しみたい絵本 てくてく編⑭

わが家の宝もの

睦 斗 く ん は、

かわいい寝顔を見てみたいなあ。

TEL：06-6346-8255

【わ ゴ ム は

どのくらい

のびるかし

を聞くのは止めました。だって、本当に
宇宙まで伸びて、そこで切れてしまいそ

ら？】

くんは「いい子だ

は、泣き虫な女の

ねえ」とよく言わ

子。お母さんによ

この作品では、男の子が輪ゴムを持っ

うな気がしますから。追い込まれた状況

れます。お母さん

ると「初めての人

て、どこまで伸びるか挑戦します。宇宙

でも、こんな会話ができることを褒める

はそんな開翔くん

や物に対して、と

まで伸びきった輪ゴムは切れることな

べきか、叱るべきか悩ましい限りです。

のことを「家では

りあえず泣いちゃ

く、びょ～んと縮んで、男の子は無事に

いや、本当に！（絵本を楽しむ会・Ｍ）

暴れているくせに

う」そうです。で

ベッドに到着です。さて、我が家の末っ

……」と思ってい

もカメラを向ける

子のお話です。大切な試験前に、
「勉強

ます。外面がいい

と、にっこり笑っ

は順調？」と聞くと、にやっとした末っ

とも言いますが、開翔くんはよその人に

てくれました。
とても優しい笑顔ですね。

子は「おう、俺は伸びしろ十分やからな」
と答えます。私は「そう…」と答えたも

は気をつかっているのです。きっと。

のの、頭の中では「？」 試験まで２週
間もなく、伸びしろが多いということは、

わが家の宝もの

わが家の宝もの

全然ダメってこと？

恐る恐る、「ねえ、

その伸びしろって、まだ伸びそう？」と

倖人（ゆき

聞くと、元気よく「おう！」という返事。

く ん は、 好 奇 心

と ） く ん は、

それから、試験前に勉強の進ちょく状況

いっぱいの男の子

ちょっと内弁

です。人見知りも

慶です。家の

場所見知りもしな

中では大きな

いので、お母さん

声でおしゃべ

は目が離せませ

りしているそ

夫に「洗濯物お願いね」と頼んだの

仕事を教える時のように、わかっていな

ん。 大 き な 目 が

うですが、外では緊張するのか、おとな

に、取り入れてくれただけで、畳んだり、

いことを前提にすると、こちらもイライ

チャームポイント

しくなってしまいます。かわいい顔をし

しまったりはしていない。リビングに洗

ラしなくなります。

です。

ていますが、実は熱い男なのです。

濯物の山ができていた！なんてことはあ

颯 斗（ は や と ）

夫婦で楽しむＷの子育て(２３)
◆一から十まで言わなあかんの？

りませんか？

ひったくり防止キャンペーン 無料でカバー配布
豊中警察署が８月１０日、豊中市南桜

たけれど、また参加したい」と顔の汗を

文：マイク・サーラー 絵：ジェリー・ジョイナー
訳：きしだえりこ（ほるぷ出版）

るようになります。新入社員にはじめて

そもそも夫は妻が「手伝って欲しい」

手伝ってくれるのは嬉し

と思っていることすら、言わないとわか

いけれど、子どもじゃないんだからもう

らないもの。何も手伝ってくれない！と

ちょっと考えてよ。一から十まで言わな

嘆く前に、何をしてほしいのか、具合的

いとわからないの？と思ってしまいます
よね。

に伝えることから始めませんか？
【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住の

パパたちに話を聞いてみると、どうや

ライター・コピーライター。３歳と０歳

ら具体的に言わないとわからない男性が

児の母。夫は平日の夫婦２人の弁当と、

カミ桜塚店」で、ひったくり防止キャン

多いよう。
「手伝って」ではなく、何をやっ

休日の朝昼晩の食事をつくるイクメン。

ペーンを開催した。豊中防犯協議会と豊

て欲しいか具体的にひとつひとつ伝えま

桂幹人さんとの共著に「だから、あんた

中少年柔道推進会の子どもたちが協力

しょう。
「洗濯物を取り入れて、こうい

は不幸やねん～見方を変えれば、人生は

し、買い物客に自転車のかごに取り付け

う風に畳んで、ここのタンスにしまって」

逆転する」
（日中言語文化出版社）
がある。

るカバーを無料で配布して、ひったくり

それをずっと続けているとやってくれ

塚３、スーパーマーケット「シェフカワ

ぬぐいながら話していた。（早川方子）

http://ameblo.jp/mamawriter/

への注意を呼び掛けた。

子育てサークル(２９) 子育て応援まーる

参加したのは毎週水曜日、豊中警察署

内の道場で柔道を習っている小学生１２

人。小学６年生の松井勇将（ゆうと）君

は「ひったくりがなくなればいい。
暑かっ

買い物客の自転車にカバーを取り付ける子どもと豊
中署員

豊中市の市民グループ「朗読カフェひ

田中央会館でベビーマッサージを、１０

が月に２回、未就園児の子どもを持つお

月１６日には庄内公民館で親子クッキン

母さんを対象に、ベビーマッサージやヨ

グを企画。いずれも参加費は５００円。

ガの教室を開いている。無料、または実

要予約。予約は電話（０６－６８５５－

と川口千恵子さんは「今後も遺児の力に

費のみで参加できるので、「育児の合間

０６０５）で。

なりたい」と話していた。（早川方子）

のリフレッシュにちょうどいい」と人気

聞の「毎日希望奨学金」に、
チャリティー

８月２８日は豊中市岡上の町２、子育

イベントの収益金９万１６７２円を寄付

て支援センターほっぺで、ヨガ教室を開

した。

いた。プロの講師が参加者を指導し、
レッ

朗読カフェひまわりは８月１６日に豊

スン中は参加者の子どもの面倒を、ボラ

中市で「朗読＆絵本とピアノのコラボ」

ンティア数人が担当する。子育て応援

を開催。会場に設置された募金箱とチャ

まーるの原田尚子さんは「レッスン中の

リティーグッズの収益金全額を毎日希望

１時間だけでも子どもから離れて、自分

聞大阪社会事業団を訪れた石浜繁子さん

（早川方子）

を集めている。

保護者を亡くした学生を支援する毎日新

奨学金に寄付した。大阪市北区の毎日新

子育て応援まーるは９月１８日に熊野

事業を行っている「子育て応援まーる」

「朗読カフェひまわり」が震災遺児奨学金に９万円

まわり」が８月２４日、東日本大震災で

豊中市の委託を受け、ホームサポート

募金と収益金を手渡す川口さん（左端）と石浜さん

の好きなことをしてほしくて」と、この
ヨガ教室を企画した狙いを語る。

10 月の催しは 10 月 1 日から予約を受け付けてい
る
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阪大の先生⑫玉井誠一郎さん 知財意識を高めよ
局は特許法に基づいてそれを認可する

タコ焼き酒場の開店祝いに届ける花束

並ぶ、もっとも大切な権利である」
。そ

が、後で裁判の結果によって、同じ特許

の注文がありました。２０代女性から
「ヒ

う力を込めるのは、大阪大学産業科学研

法に基づいて無効にもする。矛盾してい

マワリを使って、元気が出るような黄色

究協会の玉井誠一郎専務理事だ。
「アメ

るようだが、そういうことは珍しくない

のアレンジメントを」という要望です。

リカでは合衆国憲法に知財保護を記して

し、弁理士も特許局も、その責任を取ら

元気いっぱいに花を咲かせたヒマワリ

いるが、日本は知財に対する意識がほと

ない」
。そんな現状が日本の技術流出を

に、遊び心を加えました。花ナスやケイ

んどない」と話す。

助長し、
競争力の低下を招いたと断じる。

トウなど丸い花をタコ焼きに見たて、姫

日本も小泉純一郎政権の時から「知財

リンゴにはつまようじを模した竹串を挿

大手電機メーカーに就職し、溶接ロボッ

立国」を掲げて、法律を整備するなどし

して仕上げています。依頼主から「オリ

トやバーコード読み取り機など、さまざ

ているが、まだ意識は低い。
「学生のう

ジナリティーあふれた開店祝いが出来て

まな商品の研究開発に携わった。ある商

ちから知財について勉強し、権利意識を

大変満足」と、お礼の声が届きました。

品では、ライバル会社との特許侵害トラ

強く持たないと、日本は外国に隷属させ

【花の部屋】豊中市本町 4-1-28 ▽電話

ブルも発生した。
「相手方の弁理士とや

られる。特に大阪大学は『実学の阪大』

りあって、こちらの主張は通したが、ア

なのだから、大学特許も論文を書いてお

メリカでは金を払うこととなった。日本

しまいではなく、しっかり利用すること

の特許や知財の甘さを実感させられた」

を考えないといけない」と強調する。

という。

玉井さんは知財ブランド協会を設立

4

心の花束⑥ 開店を祝うタコ焼き花束

「知的財産権（知財）は基本的人権と

玉井さんは大阪大学工学部を卒業後、

TEL：06-6346-8255

06-6848-1187 ▽ 9 時～ 19 時▽火曜休▽
http://www.hananoheya.com/

タイトルは「元気
が出るタコ焼きア
レンジ」

豊中市で就航都市サミット ２４都市が終結
豊中市の千里阪急ホテルで８月２９
日、大阪空港と空路で結ばれた自治体の

た意見や宣言の具体化に向けての取り組
みを進めていきたい」と語った。

「日本企業の知財担当部署は、そのほ

し、さまざまな場所で知財の啓蒙を続け

首長らが集まり、「就航都市サミット」

とんどが特許を出願し、取得できたら仕

ている。
「プロスポーツ選手が何億とい

が開かれた。空港のある都市が互いに協

在住の大林夏子さんは「孫が一時期滞在

事が完了したとする事務仕事。特許をい

う年俸をもらっているが、そこまではい

力して新たな発展を図ろうと豊中市が主

していた縁で、鹿児島県奄美市に興味が

かに守り、あるいは利用して利益をあげ

かずとも、報償など技術者へのインセン

催し、秋田市、島根県隠岐の島町、鹿児

あった。旅行と飛行機が大好きなので、

ていくかは考えていない」
と嘆く。また、

ティブはもっと上げないと、人材の流出

島県霧島市など１９空港にかかわる２４

これを機にほかの就航都市へも出かけて

弁理士や特許局の現状も批判する。
「弁

も止まらない。
正当な知財利益があれば、

市町村から首長や空港事業者、市民など

みたい」と話していた。

理士は法律の専門家であっても技術に関

それも可能になる」。技術者だからこそ、

約２００人が参加した。

しては素人。そんな人に特許申請を丸投

現状に歯がゆさを覚える玉井さんの言葉

げすれば、穴だらけのものになる。特許

は激しく、そして重い。

（礒野健一）

傍聴席で熱心に耳を傾けていた豊中市

（早川方子）

サミットでは、空港を活
かした街づくりについての
意見交換が行われた。会議
の最後に、空港の活性化に
は就航都市同士の連携が重
要なこと、産業や観光、防
災やスポーツなどさまざま
な分野で関係を強化するこ
とを盛り込んだサミット宣
言を採択した。浅利敬一郎・
豊中市長は記者会見で「各
都市と顔の見える関係がで
きた。今後はサミットで出

サミットの参加者。就航路線を介した都市間交流や空港を活かした街づ
くりが期待されている

空港・就航都市の街から③熊本県益城町と菊陽町
熊本空港は、熊本市から北東へ約２０

8 月に出した著作「知財インテリジェンス」（大阪大学出版会）を手にする玉井さん。「豊中や池田にも、独自
技術をもった企業は多い。それを誇るだけでなく、しっかり知財として確立させることが大事」

少年野球④ 大阪ドラゴンズ

「阿蘇くまもと空港地域おこし協議会」

キロ離れた阿蘇（あそ）山のふもとにあ

は２０１２年、近隣農家らの協力を得て

る。愛称は「阿蘇くまもと空港」
。空港

空港の東側に「お花畑」を作った。夏は

からは阿蘇の山々を望むことができる。

５０万本のヒマワリが観光客の目を楽し

空港のビルは益城（ましき）郡益城町に

ませた。秋は１００万本のコスモスが用

あるが、滑走路は菊池郡菊陽町（きくよ

意されている。９月１０日現在、最初に

うまち）にある。大阪空港と空路で結ば

植えたコスモスが開花し始めた。９月

れた自治体の首長らが集まる「就航都市

いっぱいが見ごろだという。

サミット」が８月２９日に豊中市で開か

（早川方子）

れ、両町からも副町長らが
参加した。

大阪ドラゴンズは豊中市立東泉丘小学

ア。山井監督は「子どもは夢をくれる存

校を拠点とし、毎週日曜日に練習をして

在。教えられることも多いですよ」とほ

空港からは熊本駅など各

いる。小学生と中学生が所属し、団員は

ほ笑んだ。中学生は練習の時に、硬球を

方面へのバスが出ているほ

約５０人。小、中学生が同じグラウンド

使うこともある。プロ野球選手を夢見る

か、空港とＪＲ肥後大津駅

で一緒に練習をするのは珍しい。２５年

子も多い。チームのキャプテンで中学３

間を無料で往復できるタク

前のチーム結成時から代表を務めている

年生の加納皇一郎君は「巨人の阿部慎之

シー「空港ライナー」もあ

山井茂三監督は「上は下をかわいがり、

助捕手のように打って守れる選手になり

る。また、２０分ほどの飛

下は上に礼を尽くす。試合に勝って優勝

たい」と夢を語る。数人は強豪校に進学

行で、イルカウォッチング

を目指すのは、それができてから」と話

して、
甲子園を目指すという。
（早川方子）

で知られる天草へも行け

す。記者がグラウンドに入

る。大阪空港からでも２時

ると、子どもたちが一斉に

間で到着できるレジャース

脱帽して「こんにちは！」

ポットだ。

阿蘇の雄大な山々を眺めながらのサイクリングが人気だという

と大きな声であいさつをし

豊中四中の大道芸部に出演依頼続々

てきた。礼儀指導は徹底さ

れている。
毎年８月の最終日曜日

マチゴト４２号（８月９日発行）１面

は、午前中をグラウンドの

で紹介した豊中市立第四中学校の大道芸

依頼はできるだけ受けているが、反響

清掃に充てている。チーム

部に、出演依頼が相次いでいる。すでに

が多かったため２割ほどは断っている状

全員で雑草を抜き、溝にた

豊中市内の小学校や公民分館、介護施設

況だという。玉田賢校長は「多くの方か

まった土などを除く。監督

などで大道芸を披露した。９月９日には

ら依頼を受けて喜んでいます。テスト日

をはじめ、コーチを務める

阪急服部駅の西側にある商店街で開かれ

程と重なる時はお断りしていますが、ご

たイベントにも出演し、地元住民からの

了承ください」
と話している。
（早川方子）

保護者らはみなボランティ

山井監督（最後列左）は中日ドラゴンズ・山井大介投手の父。山井投手
も小学校時代は大阪ドラゴンズに所属していた

喝采を得た。

お問合わせ先

83.7ＭＨｚ ＦＭ千里の声㉓チョンマル サランヘヨ

◆「 チ ョ ン マ ル

サランヘヨ」
（日曜

ような心情」と笑う。２人に「今、注目
しているのは？」と尋ねると「男性歌手

１３時４５分～１４時）
韓国語で「本当に愛してる」という意

「地平線のある風景」が阪急石橋駅北
側の通称「赤い橋」西詰めにある。

グループ『ＥＸＯ－Ｋ』のチャンヨル。

人間をテーマにした石の彫刻を生み出

女優ならイ・ミンジョンかな。それから

す冨長敦也さんが１９８９年に作った。

…」
。いつまでも熱く語り続ける２人が、

台座の上で人と鳥が向き合う作品で、台

音楽やドラマを愛する２人、三上睦子さ

番組を盛り上げている。（礒野健一）＝

座の表現に苦労した。地平線の力強さを

んと川井さおりさんがパーソナリティー

コミュニティＦＭ千里木曜午前１１時か

表すために、機械を使わず、大きな石板

を務める。
「Ｋ－ＰＯＰの魅力は歌だけ

ら、マチゴトの記事を紹介する「まるご

にハンマーを振るい、ノミで形を作った。

でなく、ダンスや衣装にもある。歌は同

と・マチゴト」放送中

サランヘヨ」をタイ

5

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜１８＞冨長敦也さん

トルとする番組は、その名の通り韓国の

味の「チョンマル

TEL：06-6346-8255

の声が聞きたくて、彫り続けている」と
語る。

（進藤郁美）

冨長さんは世界各地の石切り場に出向

じフレーズが続くので覚え

いて制作し、
「石には産地があり、その

やすい」と三上さん。川井

誕生の歴史を記憶している。石が生きる

さんは「ファンとの距離感

ことの意味を語りかけているようで、そ

赤い橋西詰めにある冨長敦也さんの「地平線のある
風景」

が近いのもいい」と話す。

身近な生き物たち⑰ 秋に鳴く虫たち

自分が好きなものを、た

くさんの人と共有したいと

いう思いが、番組を続ける

セミの鳴き声がおさまってくると、代

向を見極める。ゆっくりと近づき、そこ

原動力だ。有名な俳優や歌

わって聞こえてくるのが、夜に鳴く秋の

だと思うところがわかったら懐中電灯な

手も応援するが、来日前の

虫たちの声だ。

どで照らし、手で包むように捕まえる。

新人にも注目する。三上さ

９月１日に池田市伏尾で、池田・人と

「ルルルルル」ときれいな声で鳴くカン

ん は「 阪 神 フ ァ ン の お っ

自然の会主催の鳴く虫観察会開かれ、同

タンは、クズなど大きな葉の裏に止まっ

ちゃんが、若手選手の活躍

行した。午後７時半、余野川の吉田橋バ

て音を共鳴させながら鳴く。虫ごとの生

ス停を降りると、さっそく「リーリー

態を調べていくと、捕まえるポイントが

リー」という甲高い音が、いくつも重なっ

わかってくる。

を見て目を細めるのと同じ

三上さん（左）と川井さん。「追っかけというほどではないが、好きな
俳優やグループの関西公演は必ず行ってます」

阪急ものしり帳⑫ 駅係員呼び出しインターホン

て聞こえた。これはアオマツムシの鳴き

観察会ではクロマドボタルの幼虫も見

声で、１９７０年代から急激に増えたと

付つかった。
陸生のホタルで、
成虫になっ

阪急電鉄は２０１１年４月、
全駅に
「駅

務所内の管区サポートセンターは、各駅

いう。池田・人と自然の会の下山孝さん

てもゲンジボタルのような明るい光は放

係員呼び出しインターホン」
を設置した。

の乗客からの問い合わせにも応じる。問

は「アオマツムシは樹上で生活するため、

たないが、幼虫は尾の端が微かに光り、

この装置は、改札口の内と外にある。

い合わせは１日に約１００件。最も多い

田畑が減っても、他の虫のように個体が

虫の音とのコラボレーションは、風流さ

乗客からの問い合わせは通常、改札口

のは、カードが自動改札機を通らないと

減らなかった。今も都市部の公園や庭で

を感じさせた。

の係員が対応する。しかし、係員が駅内

いうもの。改札機の不具合や改札機への

よく見られる」と話す。

を巡回中で、改札にいないこともある。

タッチミスで、駅への入場、出場の記録

山に入ると、アオマツム

そんな時に、この装置が活躍する。乗客

がカードに残っていないケースがほとん

シ以外の虫の音も聞こえて

がインターホンを押すと、事務室の係員

どで、装置を使ってカードの記録を修正

きた。
「コロコロリー」と

が応対する。乗客と係員が、モニターで

することもできる。

鳴くのはエンマコオロギ。

（梶川伸）

顔を見ながら話せるのが特

体 長 ３ セ ン チ ほ ど で、 コ

徴だ。

オロギの中では大きい種類

装置には地図も組み込ま

だ。
「リリリリリ」と長く

れている。乗客が駅を降り

鳴くのはツヅレサセコオロ

て目的地に行く際、道順を

ギ。エンマよりも小さく、

インターホンで問い合わせ

体長は２センチほどだ。
鳴く虫を捕まえるには、

たとする。係員は画面に地

明かりを消して音がする方

図を映し出して説明できる

（礒野健一）

月明かりを頼りに行われた、伏尾での観察会。中央が虫について説明す
る下山さん

ほか、ルートなどを書き込

風景印で街歩き⑤ 池田鉢塚郵便局

め、さらにプリントアウト

して渡すこともできる。
豊中駅は管区駅で、１１

の駅を統括している。駅事

池田鉢塚郵便局は１９６２年に開局

モニター画面で道順を案内する駅係員（豊中駅で）

し、池田市内で３番目に古い。岩崎成久

が一致している。その距離感が郵便局の
良さかな」と岩崎さん。

（礒野健一）

局長は「最初の局長が私の祖父で、子ど

笑顔の絵で東北の子どもたちをサポート

もの私はこのあたりで遊んだ。当時は田
んぼの中の郵便局といった風景で、地名

豊中市服部西町２、まちかどギャラ

『忘れていないよ』とのメッセージを送

も鉢塚ではなく才田といい、局名も才田

リー「あつまれ！ピース」で８月２２日、

ることができたら」と話している。「あ

郵便局だった。古くからの人は今もそ

東日本大震災の支援を目的とした「スマ

つまれ！ピース」はイベントの再開催を

う呼ぶことがある」と話す。近くには水

イルプロジェクト」が開かれた。スマイ

計画している。

月公園。「開局当初から公園はあったが、

（早川方子）

立派なものじゃなかった」そうだ。

ルプロジェクトとは、はがき大の画用紙

に笑顔の絵を１枚描くごとに５０円分の

局員は客を呼ぶ時、番号札の数字で言

画材を被災地の子どもたちに届けるとい

わず、名前を呼ぶ。
「だいたい顔と名前

風景印は水月公園
の池を泳ぐ白鳥と
噴水、斉芳亭を描
く

う企画で、２０１２年３月２１日に神戸

池田のＢ級グルメは「池カラ」に決定

で始まった。２年間で２万枚の笑顔の絵

を集めることを目標としており、８月現

在、約６０００枚が集まったという。

池田発のオリジナルＢ級グルメを作り

あつまれ！ピースは知的障がい者作業

出そうと８月２５日、「池田市民カーニ

所に通う人たちの作品を展示・販売して

バル」のイベントの１つとして「池－１

いるギャラリーで、地域交流のための

グランプリ」が開催された。

ワークショップをたびたび開いている。

池田市内の５店舗が、１皿３００円の

この日は自分たちのギャラリーを開放

メニューを考案。食べた人は、おいしい

し、絵を描くための広いテーブルや色鉛

と思ったメニューの名が書かれた箱に、

筆、クレヨン、カラーペンなどを用意し

はしで投票をしていった。

た。１２人が参加し、４１枚の笑顔の絵

優勝したのは焼き鳥屋「野乃鳥」
（栄町）

が集まった。作業所の支援をしている橋

本美和さんは「笑顔の力は大きい。笑顔

の絵を届けることで、被災地の人たちに

チキンラーメンを入れて湯を注ぎ、スー

プとともに味わう一品だ。 （礒野健一）

の「池カラ」。塩こうじしょうゆに漬け
自宅や学校で描いた絵も受け付けている。問い合わ
せ は、06 － 6862 － 2270（ あ つ ま れ！ ピ ー ス ）

込んだ鶏肉に、池田発祥のチキンラーメ
ンをまぶした唐揚げで、カップの底にも

詳しいレシピは池田青年会議所のホームページ
（http://www.ikeda-jc.com/）に掲載
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お問合わせ先

体に優しい本場のカレー ヴィジェイジャムナ

TEL：06-6346-8255
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編集長のズボラ料理(32)キュウリの梅肉ワサビあえ
を持ってきて」
「ハイハイ」
。
「糖尿病教

阪急蛍池駅前の国道１７６号沿いにイ

扱う「サルタージ」から仕入れる。野菜

この夏、妻が１０日ほど入院した。厳

ンド料理店「ヴィジェイジャムナ」があ

や豆を使った体に優しいカレーが自慢の

密に言えば、期間の後半は「入院させて

室に参加する。寝巻では恥ずかしい」。

る。本場インドのカレーのおいしさを

味で、
錦織さんは「全粒粉と水、塩で作っ

もらった」だった。

妻のお気に入りの服を探して運んだ。

知った錦織桂子さんが、２０１０年１１

た噛みごたえのあるパン、チャパティと

月に開いた。インド出身の料理人で店長

一緒に食べてほしい」と願っている。

のシブ・シンさんと、アニール・シンさ

ヴィジェイランチは日替わりカレー、

んが腕を振るっている。店名は店長の両

野菜カレー、エビマサラ、炭焼きの手羽

親の名前から取った。

先と手羽もと、シンプルなナンと野菜を

高熱が出て足がふらつき、部屋の壁に

退院が近付いた日には、
「マル秘作戦

顔をぶつけた。病院に行くと、いくつも

を決行する」と連絡があった。歩くのは

の数値が悪く、入院をすることになった。

病院内に制限されているのだが、近くの

神経質な性格なので、個室をとった。

スーパーに行ってみると言う。そのため

入院中、妻のためにベッドを注文した。

には、帽子とサングラスとシュシュがい

錦織さんは１９９４年、友人に誘われ

混ぜ込んだナン、ライス、サラダ、チャ

退院後を考えての仏心だった。そのこと

るそうだ。変装をして病院を抜け出す作

るままネパールを訪れたことで、人生が

イが付いて１３５０円。取材日の日替わ

を告げに行った日、医師から退院を打診

戦らしい。シュシュは何のことかわから

大きく変わったという。翌年から、まる

りはカボチャのカレーだった。タンド

された。病状が急激に良くなり、普通の

なかったので、娘に買ってもらった。腕

で引っ張られるように、貯金をしてはネ

リーチキンとカレーがセットになった

生活ができるようになったからだ。

に患者名を書いた紙の輪をはめているの

パールやインドを訪れた。２、３か月滞

ジャムナランチは１０４０円。２種類の

ここからは、奇妙な経過をたどる。妻

だが、それを隠すために、必要らしい。

在することもあった。
「ネパールの人は

カレーが選べるセットは８００円。辛さ

はベッドが届いてから退院したいと言い

帽子を目深にかぶり、サングラスをか

日本人に近く、生活の素朴さが心地よ

は４段階から選べる。

出した。それは５日後だった。つまり、

け、腕にシュシュを巻いて、周囲をうか

医師にお願いをして、病院に置いてもら

がいながら作戦を決行した。僕は後をつ

うことになった。変わった性格だ。

けたが、病院内では異様な姿だったと思

かった」と錦織さん。インドではカレー

至池田

の奥深さを知った。

ローソン

なった。カレーを通じて出会ったのが店

長だったという。
スパイスは豊中市本町３のスパイスを

ヴィジェイジャムナ

蛍池駅

カレーにハマるきっかけになった」と話

す。帰国後も、外食はいつもカレーに

ル
レー
線
モノ
宝塚
大阪
阪急

あるマチャプチャレにトレッキングした

食べた。「そのおいしさが忘れられず、

蛍池温泉

176

ネパール中北部のアンナプルナ山系に

時に、豆のカレーとニガウリのカレーを

（進藤郁美）

蛍池
図書館

りそな銀行
摂津水都信用金庫

そうなるともう、リゾートホテルの気
分である。病院は家から自転車で３分ほ
どなので、避暑地の生活を快適にするた

郵便局

め、さまざまな注文電話が入った。

Ｎ
至梅田

阪急蛍池駅すぐ

【インド料理ヴィジェイジャムナ】豊中市蛍池東町 1 － 6 － 2 ▽ 11 時～ 15 時、17 時～ 23 時▽無休▽ 06
－ 6852 － 7555

少し塩をふる。長イモを適当な薄さに切
る。梅肉とワサビであえる。僕は松前屋

行った。「抱き枕が欲しい」。イルカの形

の「昆布の水塩」というスプレーが気に

のものを買いに行った。「病院内で歩く

入っているので、あえる前にそれを噴霧

練習をするので、ウォーキングシューズ

して、
昆布の味をつけておいた。
（梶川伸）

ワサビは鼻に少しツンとくるくらいの方が、料理の特徴が出る

つまみ食い⑧ ふつーるのマドレーヌ

が練り込んであり、さっぱりとしたつけ

マドレーヌの店ふつーるが豊中市北桜

下ったところに、温泉マークをのれんに

汁に小麦の風味があふれ出す。が、よく

塚３にある。社会福祉法人豊中親和会が

あしらう「テラダ商店」はある。

見るとこのメニュー、お品書きに載って

知的障害者の就労移行支援事業所とし

ない。
「おいしいと思って作っちゃいま

て、２０１１年４月にオープンさせた。

約１０年前。当時は手打ちうどん専門店

した。
発行日までには書いておきますね。

一般就労を目指す２１～４１歳のスタッ

だった。７年ほど営業した後、改装休業

アッハッハ」
。味とともに、その豪快な

フが店でマドレーヌの生地を作り、接客

を挟んで約２年前に営業を再開。その際

笑顔にひかれて、また温泉マークののれ

をこなす。「開店当初は緊張して自然な

につけ麺（めん）メニューを加えた。今

んをくぐるんだろうな。

笑顔ができなかったが、今ではお客さん
（礒野健一）

つけ麺を揃えている。

と会話が楽しめるようになった」と指導

夜は酒に合う色々な料理

フランス語で「未来」
。こ
こで学んだことをこれから

時は、ついつい生ビールを

の就職に役立ててほしい

ジョッキ２杯、水餃子やも

と、願いを込めた。

ろきゅうを頼んでしまい、

無添加の優しい味が特徴

ラーメンのつけ麺が来た時

のマドレーヌは、プレーン

には腹一杯状態だった。

やココアが人気。
「ほうじ

取材時には魚だしの効い

茶もおすすめ」と話すス

たしょうゆのつけ汁に輪切

タッフは「いろんな出会い

りのスダチを入れた「スダ

があり、お客さんの『ごち

だいた。うどんには全粒粉

マドレーヌはプレーン、抹茶あずき、ココア、黒ごま、
ほうじ茶の 5 種類。1 個 100 円

員の入佐恭子さん。店名は

も出す。僕も初めて訪れた

チかまあげうどん」をいた

病院食で出たものを、少しアレンジし

てみた。キュウリは薄い輪切りにして、

部屋にアロマの香りを漂わせた。よく

阪急神戸線園田駅から高架沿いを南に

はうどんとラーメン、それにそれぞれの

あまり大きな成果はなかったようだ。

眠れないと言うので、家の枕を持って

北摂麺大使⑪ 尼崎市・テラダ商店

店主の寺田雄二さんが店を出したのは

う。結局、入手したのは化粧水などで、

【テラダ商店】尼崎市東園田町 5-111-6 ▽ 06-6493-9280 ▽ 11 時
45 ～ 14 時、17 時 45 ～ 23 時▽火・水曜休 ( 夜は酒場として営業 )

そうさま』がうれしい」と
いう。

（進藤郁美）

【ふつーる】豊中市北桜塚 3 － 8 － 17 ▽ 10 時～ 16 時▽土、日、祝
日休み▽ 06 － 6853 － 2400

お問合わせ先

サボテン愛して５０年 山城勝一さん
豊中市原田南１に、サボテンと多肉植

TEL：06-6346-8255
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余野街道をゆく・上 池田市・絹延橋～細河小学校

丸かったり、
四角、三角、棒状があったり、

余野街道は池田市の絹延橋あたりで能

田市の日本画家、樫野南陽に連れられて

物を専門に扱う山城愛仙園がある。社長

人間くさい」と語る。
「愛好家は、花に

勢街道から分かれ、余野川をさかのぼる

寺を訪れた。高畑さんは１７歳のころの

の山城勝一さんは「サボテンは人生その

魅力を感じる人、トゲの強さや色の美し

ように進み、久安寺のそばを通って、や

夏だったと記憶している。部屋に上がる

もの」と笑顔を見せる。５０年前に自宅

さにひかれる人、形そのものを好きにな

がて亀岡街道に合流する。

ように勧めると、
「縁側がいい」と断っ

の庭でサボテンの販売を始めたのがス

る人、熱烈なコレクターに分かれる」と

阪神高速のビッグハープ（新猪名川大

タートだったと山城さん。現在はこの場

分析する。土、日曜、祝日のみ午前１０

橋）を望む場所に、能勢街道からの分岐

しと尼に答えけり」
の句を作った。
「端居」

所に本社と展示即売場を併設している。

時～午後５時に開園する展示即売場に

点があり、道標が残っている。道標には

とは、夏に風通しのよい縁側などで涼を

温室には背丈より高い柱状のサボテン

は、山城さんとのサボテン談義を楽しみ

や、金色のトゲが美しい巨大サボテン

に訪れる人も多いそうだ。 （進藤郁美）

「右

大聖天道

久安寺」の字が刻まれ

ていて、
「是（これ）ヨリ二十五丁」の

のほか、白いふわふわの毛

字も見える。左に行くと、「妙見山

が生えたサボテン、鉢巻き

田神社」となっていた。

多

た。そして、
「この端居（はしい）うれ

とることで、季語になっている。
青畝はしばしば、この寺で句会を開い
た。そのような付き合いの中で、高畑さ

んは「句碑がほしい」と頼んだ。「手す

をしたように赤紫色の花を

五月山のふもとの細い道を進む。道の

さびに尼のつくろう垣根かな」。それが

咲かせたサボテンなど、約

横の土が掘り返されている。大きな植木

石碑に刻まれた句だった。
「句としては

６０００種類が所狭しと並

鉢もひっくり返っていた。それを、年配

地味だが、黒い衣を着て、そでをたくし

ぶ。山城さんは「世界各地

の女性がため息交じりに眺めていた。
「イ

上げ、懸命に手入れをしている姿が目に

に１万種を超える多肉植物

ノシシですよ。ミミズを食べにくるんで

焼きついているので」と、青畝は話した

がある。サボテンは多肉に

す。主人が生きている時は、植木を育て

そうだ。せんすにも、句を書いてもらっ

含まれるが、あまりにも数

ていたのに、鉢を起こす力もなくてほっ

た。
「朝涼や

が多く、多肉と同等の地位

たらかし」。秋から冬に向かうと、さら

と尼の鉦（かね）
」
。繊細な筆使いの句を

を得た」と説明する。サボ

に深刻になるそうだ。「山に草がなくな

表装して、大事にしている。

テンの魅力を「植物らしく

ると、毎晩のようにやってくるんですよ」

なく、形が奇妙キテレツ。

「サボテンは 1 年に 1 センチほど成長する。栽培する楽しみもある」と
山城さん。山城愛仙園 06 － 6866 － 1953

やがて紀部神社の前に出る。大きな石
の鳥居があり、そのそばに余野街道の案

池田市に防災用ラーメン１万食寄贈 日清食品
を軸とした今後の観光施策について意見

建物は小さいのだが、そ

交換した。市は保存缶を備蓄食料とする

れを覆う建物があり、正

存缶、カップヌードル保存缶合計１万食

ほか、防災イベントなどでも活用する予

面からは屋根が２層に見

を池田市に寄贈した。同社が２００８年

定。＝情報提供・池田市

える。境内は木々に包ま

に始め、５０年間で合計１００の社会貢

れ、それが五月山の林へ

献を果たそうという「百福士（ひゃくふ

と連らなり、うっそうと

くし）
」プロジェクトの第９弾。

した森の雰囲気を作り出

きました」
と説明がついていた。
（梶川伸）

している。

同社は東日本大震災をきっかけに今回

の保存缶（直径約１０センチ、高さ約

案内板にあった松繰寺

１７センチ）を開発。麺（めん）
、かや

を 訪 ね た。 俳 人、 阿 波

くパック、紙カップ、折りたたみフォー

野 青 畝（ あ わ の・ せ い

クがそれぞれ２食分入っていて、３年間

ほ）の句碑があると書い

保存できる。

てあったからだ。庵のよ

同社の中田圭二取締役は「東日本大震

うな小さな寺だった。尼

災の折、チキンラーメン号を被災地に派

僧の高畑良圓住職による

遣したところ、非常に喜んでいただいた。

と、１９９２年に晩年の

インスタントラーメン発祥の地である池

青畝を招き、句碑開きを

田市の防災に貢献したい」と話し、小南

したという。高畑さんに

修身池田市長は「市では防災計画の練り

青畝と寺との、長い歴史

直しを考えていたところ。タイムリーな

を聞いた。

市内のインスタントラーメン発明記念館

があり、
「細河小学校の歴史を見守って

神社の本殿が興味深い。

日清食品ホールディングス（安藤宏基

寄贈でありがたい」と述べた。その後、

今回は細河小学校まで。イチイの古木

内板が設置してあった。

社長）が８月２９日、チキンラーメン保

（進藤郁美）

わあんゝ（わあんわあん）

麺、かやくパック、紙カップ、折りたたみフォーク
が入ったチキンラーメン保存缶

自然で遊ぼう⑫ 満月生活を始めませんか？

西宮市に住んでいた青
畝は１９４２年ごろ、池

句碑開きの際の青畝の写真を大事にしている高畑さん

１０月６日に読者とゆく能勢街道最終回 参加募集

今年の中秋の名月は、９月３０日で

さつきやま森の幼稚園園長。池田市在住。

マチゴトは「読者とゆく能勢街道」の

阪急オアシスで購入可能）【申し込み】

す。この「中秋」という言葉は、旧暦の

五月山での様々な自然体験などを提供。

１１回目（最終回）を１０月６日（土）

ファクス（０６－６３４６－８２５６）
、

秋の真ん中を表しています。旧暦とは明

子どもも大人も自然にもっと触れてもら

に開き、参加者を募集します。雨天決行。

電話（０６－６３４６－８２５５平日

治５年まで日本で使われていたカレン

いたいと活動中。

今回は一庫（ひとくら）ダムで昼食を予

の昼）
、 メ ー ル（info-toyonakaikeda@

ダー。ガイドをやっていると日本の季節

定、おにぎりなど持参です（雨の場合、

machigoto.jp）で。住所、氏名、男女別、

感にピッタリはまります。旧暦では、
１、

昼食なし）。当日の模様は後日、ウェブ

生年月日、電話番号が必要【定員】３５

２、３月が春。４、５、６月が夏。７、

に掲載するため、写真と動画の撮影もし

人で先着順（定員後の方には、お断りを

８、９月が秋。１０、１１、１２月が冬

ますので、ご了承ください。

連絡します）【当日の緊急連絡用電話】

【日時】１０月８日午前９時半、能勢電

となっています。この秋の真ん中の日が

８月１５日で、その日の満月が美しいこ

鉄日生中央駅の改札口の外

とからお月見をしています。今はそれを

に集合【ルート】日生中央

新暦に直して、月を楽しみます。

駅―高皇産霊（たかみむす

さて、月は今も私たちの体に大きな影

び）神社―一庫ダム―山

響を与えていると言われています。昔の

下駅（街道からそれた街歩

人たちは、満月の時には葉物や果物を収

きもします）
【距離と所要

穫し、新月の時には根菜を収穫していま

時間】約５キロ、約３時間

した。月の満ち欠けに合わせ収穫するこ

【案内人】
「能勢街道をゆ

とで、
その食材の持つ力を最大限発揮し、

く」執筆の梶川伸【参加費】

保存ができると言われていたからです。

資 料 代、 保 険 料 な ど 含 め

そんなことを考えながら、月を見る生

５００円。集合時に徴収【持

活を始めてみませんか？

【木村太郎さん】株式会社ＥＧＧＳ代表。

京セラドーム大阪の上で輝く中秋の名月＝毎日新聞
社資料から

ち物】おにぎりなど簡単な
昼食、お茶か水（集合後に

一庫ダム

０８０－２４５７－３６２５（梶川）

2012. 9.13 vol.43

お問合わせ先

わが子に伝えたい食卓⑤ 塩サツマイモご飯

TEL：06-6346-8255

10

お気軽にご相談ください 司法書士・坂本英三さん

わが家の食事作りのベースは“引き算

ライターで調理師。化学調味料を使わな

池田市天神で司法書士事務所を開く坂

まざま。ある人には公共料金や生命保険

の味付け”です。今回紹介する炊き込み

い、優しい家庭料理が得意。英語と食の

本英三さんは、債務整理や貸金業者に対

を見直してもらったり、ある人には携帯

ご飯も味付けはミネラル豊富な自然塩の

サークル“ｈｕｇ！”を共催。http://

する過払い請求などを主に扱っている。

電話料金を削ってもらい、固定電話に変

み。だしと、しょうゆ味の効いたうどん

ameblo.jp/communication-hug/

坂本さんは、
「債務（借金）があるこ

えたらどうかとアドバイスする」
という。

屋さんのかやくご飯も大好きですが、家

とは、特別なことではありません」と話

また、
「車は絶対必要か？」とも問い

では塩のみでシンプルに作ります。

す。
「体調を崩した人は、それを治すた

かける。
「駐車場代、保険代、車検代な

といだ米３合に、皮をよく洗い食べや

めに病院に行く。病気の人が病院に行く

どの出費に見合うだけの用途が本当にあ

すい大きさに切ってさっと表面のでんぷ

のをおかしく思う人がいないのと同じよ

るのか、１度考えてほしい。都市部にい

んを水で流したサツマイモ（中サイズ１

うに、経済的なことで調子を崩した人が、

るのなら、バスや電車の本数も多く、移

本）、塩をひとつまみ加え、いつもの水

それを治すために専門家を訪ねるのは当

動手段には困らないはず」

加減で炊くだけ。ごく少量なのに自然塩

たり前」と語り、気軽に相談することを

が米とサツマイモの甘みをぐんと引き出

勧める。

相談をしようにも、その費用がないと
いう人もいるだろう。そうした不安に対

してくれます。我が家では春のエンドウ

もちろん、専門家に依頼すればすべて

ご飯も夏のトウモロコシご飯も、秋の栗

が解決するわけではない。「司法書士に

の例外を除いて着手金はかかりません。

ご飯やギンナンご飯も全部この方法。味

処理を丸投げするのではなく、本人が今

認定司法書士に委任された後は、相手方

付けが物足りなければ、少しの料理酒か

までのことを反省し、それを繰り返さず

が登録貸金業者であれば、ほとんどの場

昆布を１枚追加。それでも薄く感じるな

前向きな気持ちで生活していくことが大

合、しばらく支払いが止まります。その

ら、しょうゆやみりんを追加。引き算か

事」。そのためのアドバイスを、坂本さ

間に司法書士費用を積み立ててもらえれ

ら始めれば、子どもたちの成長に合わせ、

んは時に厳しく、しかし親身に行う。

ば十分です」と答える。

幼少期は薄味、成長期はやや濃い目にと、

味付けを変えていけます。

【烏帽子真理さん】池田市在住のフード

豊中市、池田市の皆様に伝える

マチの伝言板

焼き魚や味噌汁などはもちろん、ハンバーグなどの
洋風おかずにも合う

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。

誰でも参加できる情報コーナー

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！
手作り作品募集中！ 蛍池駅西側すぐ。
☎ 06-6855-6903（水曜定休日）

掲載 ■ショートスペース：5,250円（税込）タイトル15文字／本文51文字
料金 ■ロングスペース：9,450円（税込）タイトル15文字／本文153文字
※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。

家庭訪問総合支援士の養成講座
不登校や引きこもり状態の子ども・若者
と家族への総合支援ができる人材を育成
します。9 月 13 日、20 日、27 日、10
月 4 日、11 日、18 日、25 日、11 月
1 日の 10 時〜 15 時、全 8 回。受講料
2 万 5000 円。場所は労働会館（豊中市
三和町 1-1-63）。修了者には NPO 法人
ZUTTO 家庭訪問総合支援士資格を認定
します。☎ 06-6842-7129

して坂本さんは、「ご依頼の時は、一部

借金返済の１番のポイントは、普段の

病気を治すために医者の診察や薬の処

生活における支出を削ることだ。「支出

方箋が必要なように、普通の暮らしに戻

は人によって違う為、削るポイントもさ

るために司法書士がいる。 （礒野健一）

消費者金融・クレジット問題でお悩みの方、支払い終わった方
◎債務整理の方法は自己破産だけではありません。
◎「任意整理」という方法は、取引期間や利率などにより借金が減額できる可能性が
あり、 場合によるとお金が戻ってくることがあります（過払金）。
◎支払い終わった方でも過払金が生じていることがありますので、支払い終わって
から 10 年たっていない方はご相談下さい。
◎信販会社（クレジット会社）でキャッシングなどをされている（されていた）場合も、
過払請求の対象となることがあります。
◎契約書や領収書などを保存していなくても手続きできる場合が多いので、その
ような場合でもご遠慮なくご相談下さい。

認定司法書士に債務整理を委任すると、ほとんどの場合、業者からの取り立ては止まります。

完全電話予約制

費用は分割可能

池田天神司法書士事務所

072-737-7503

阪急石橋駅
石橋商店街 ( アーケード）

石橋北口
バス停

大阪府池田市天神 2310A プレステージ天神Ⅱ308 号室
◆阪急石橋駅下車徒歩５分、阪急石橋バス停下車徒歩２分、石橋
北口バス停下車徒歩３分、コインパーキング（有料）あり
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川
箕面

平日夜、土日祝も面談は行いますが、面談の予約は
月〜金の 10 時〜17 時（祝日除く）に電話でお願い
します。予約なしのご来所は司法書士不在の場合等
対応できないことも多いので、必ず電話予約の上ご
来所お願い申し上げます。

大阪司法書士会所属 司法書士
坂本英三（大阪第 3963 号）

オアシス
阪急石橋バス停

池田天神司法書士事務所

※業務は司法書士法第３条の範囲内となります。

ハーブではじめるナチュラル講座
ハーブを味わう、植える、健康に役立て
る、
飾る、
と楽しい講座☆全受講後はハー
ブ検定受験可。10/25、11/15、12/6、
1/17、2/7 の全 5 回 10 時半〜 12 時。
3800 円 / 月☆このほか単発講座 ( ハー
ブ料理、石けん、コスメ ) も毎月開催。
蛍 池 駅 す ぐ ★ 10/15（ 月 ）10 時 半 〜
12 時半ウェルカムデイ開催！各詳細は
HP へ。
「Mrs. Lavender 豊中」で検索

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

Facebook初心者〜中級者限定
ス マートフォンの普及率が急速に伸び、
ネット利用がパソコンから外出中でも操
作できるスマートフォンに移りつつあり
ます。Facebook を活用し、新たな顧客
をつくり出すためのセミナーです。
2012 年 9 月 25 日 ( 火 )14 時〜 17 時
豊中商工会議所・大会議室、定員 50 名
会員 1000 円／一般 3000 円
豊中商工会議所☎ 06-6845-8006

毎日新聞の営業スタッフ募集！
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★各種保険完備、男女未経験者歓迎
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
豊中市の末広町、立花町、走井エリアと、
池田市の石橋エリアのマチゴト配布ス
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？ 報酬は業績に応じてお支払いいた
します。お問い合わせは、豊中市は毎日
新聞岡町店：06-6852-4507、池田市は
毎日新聞石橋店：072-761-8137 へ

ハーブで暮らしを楽しむ⑲
敬老の日が目前ですね。アロマ＆ハー

ロリ、オレンジ、ラベンダーを各１滴ず

ブは、オシャレに敏感な２０～３０代の

つ、ローズマリー５滴、計８滴）を加え

方が利用するものと思われがちですが、

良く混ぜます。ここに、大さじ３（４５

当校スクール生で１番多いのは、不調の

ｃｃ）の水を加えたら出来上がり。化粧

出てくる４０代前後。６０～７０代の方

水のように使って下さい。保存期間は冷

もいます。当校スタッフもボランティア

蔵で１週間～１０日ほど。

にて介護施設などで活動していて、むし

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブ専門ス

ろシニア世代が積極的に利用しているの

ク ー ル Mrs. Lavender 代 表 ▽ http://

ではないでしょうか。アロマ＆ハーブの

mrs-lavender.com/

歴史で必ず覚えるハンガリ
アンウォーターは、ハンガ
リーの７０代の女王が使っ
て若返り、さらに長年のリ
ウマチの痛みまでが軽減し
たといわれます。ハンガリ
アンウォーターはハーブを
アルコールで抽出したもの
ですが、精油でも簡単に作

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

れますのでプレゼントして
みませんか？
【レシピ】エタノール小さ
じ１（５ｃｃ）に、精油（ネ

子どもたちからの敬老の日のプレゼントに肩たたき券をアロマハンドト
リートメント券にしてみるのも素敵。家族の会話も弾みます

お問合わせ先

11
マチゴト川柳

題﹁揺れる﹂﹁無駄﹂

◇秀句◇風鈴の如く生きたしあるがまま︵松崎令子︶

◇佳句◇母ごころ叱り過ぎたか揺れている︵吉川勇︶

無駄でないストレス消えた長電話︵日下佐代︶

地の神様もう揺れないでくださいね︵洲崎レイコ︶

◇入選◇今日の無駄また家計簿に叱られる︵多田契子︶

プライドが揺れる心をガードする︵和田良子︶

無駄話凄いヒントが隠れてた︵奥村しずえ︶

思春期の揺れる心情子の日記︵江口節信︶

無駄じゃない苦労は今も生きている︵谷川生枝︶

同窓会揺れる心を胸に秘め︵長谷和子︶

いくつもの無駄を重ねて辿り着き︵玉城和子︶

無駄じゃない私流の投資です︵木下栄子︶

父の背に無駄なことなど書いてない︵中村和︶

そのうちと懲りもしないで宝くじ︵佐々木弘子︶

両親の叱咤激励無駄はなし︵伊東杏菜︶

田中螢柳選

マチゴト川柳の次回の題は﹁新聞﹂﹁任せる﹂です︒はがきに住所︑氏名︑電話番

号を記入し︑〒５３０ー８２５１ 大阪市北区梅田３ー４ー５ 毎日新聞ローカル

投句可︒

﹁マ チ ゴ ト 川 柳 係﹂へ お 送 り 下 さ い︒締 め 切 り は 月 ２ 日︵必 着︶︒１ 題 ２ 句 ま で
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TEL：06-6346-8255

イラスト・佐藤星河

幾何学模様で描く和の心 池田市で手まり作り教室
池田市神田４、早苗の森会館で、昔な

りは、川元さんの孫がよく遊んでいると

がらの手まりを作る教室が開かれてい

いう。１１月２～４日に、川元さんや生

る。講師を務めるのは近くに住む川元初

徒の作品展示会が池田市コミュニティセ

美さん。２５年ほど前から趣味で手まり

ンター
（栄本町）
で開かれる。
（礒野健一）

作りを始めた。
美しく複雑な模様の手まりを作るに
は、頭の中に球体をしっかりイメージす
ることが大事という。球を地球に見立て、
すべての基礎となる北極にまち針を打
ち、そこから南極、赤道の位置を確定さ
せる。それを基準にし、作る模様によっ
て４等分割、５等分割といったように
地割りする。
「少しの誤差が、後で大き
なものになるから１ミリでもずれるとダ

教室のメンバーが作った作品。金魚鉢や瓶の中に
入った手まりは、どうやって作ったのだろう？

メ。糸の長さを計算するの
は、ちょっとした数学の世
界やね」と川元さんは笑う。
９年間教室に通う中野知
子さんは「縫い始めは自分
でもどんな模様になるか、
よくわからないまま。それ
が徐々に形になっていくの
が面白い」と話す。

「川柳は人生の縮図」 川柳五月山

手まりは今でこそ観賞用
の 工 芸 品 だ が、 も と も と

池田市で活動する川柳五月山は本格

日曜午後１時半～３時半、中央公民館（菅

子どもが遊ぶ道具だった。

派 の 川 柳 を 学 び、 楽 し む グ ル ー プ で、

原町）で市民講座「楽しい川柳」を開く。

サッカーボール模様の手ま

２００２年に発足した。地元の山登り愛

両澤さんは「川柳の面白さを多くの人に

好家が集まる五月山早朝登山会のメン

伝えたい」と話している。 （進藤郁美）

教室は毎月第 1、3 水曜日、13 ～ 15 時に早苗の森会館で開催。問い
合わせは川元さん 072 － 751 － 6168

ありがとう

バーが母体となった。
「体の健康のため

に登山を続けているが、
頭の体操も必要」

ぼくを生んでくれたお母さん、ありがと

とう。勉強させてくれる先生、ありがと

と、山を登りながら句を詠み始めたのが

う。

う。ぼくに命をあたえてくれた神様、あ

会のスタートのきっかけだったと、幹事

ぼくのためにはたらいてくれるお父さ

りがとう。

長の両澤延行さんは話す。

ん、ありがとう。

みんなみんな、
ありがとう。心をこめて、

そしてそんなお母さんやお父さんを生ん

ありがとう。◇池田小学校５年

の魅力について、「絵に例えると、川柳

でくれたご先祖さま、ありがとう。

樹君（池田「伝えよう！いのちのつなが

は人物画。わずか１７文字に人生の縮図

いつも遊んでくれてる妹や友達、ありが

り」
第１４回＝２０１１年度＝作品から）

両澤さんは番傘川柳本社同人で、川柳

がある」と話し、
「それぞれの個性が出

て面白いし、人間を好きになれる」と語

る。２００４年から女流川柳家の森中恵

美子さんを特別講師、
選者に迎えている。
現在の会員は約３０人。月１回、池田

市立コミュニティセンター（栄本町）に

集まって、句会を開いている。句会で詠

んだ句の中から１０句を、池田市公益活

動推進協議会が発行する情報誌
「コアラ」

に掲載。９月１６日～１１月４日の毎週

川柳五月山の句集「がんがら」も発行した。問い合
わせは両澤さん 072 － 751 － 6829

松本大
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お問合わせ先

9月〜10月上旬の催し物ピックアップ
1 5（土）

ファミリーで遊ぼう／豊中市・庄内体育館
10 時〜 11 時半。就学前の子どもと家族で、体をつかって遊ぶ。上靴持参のこと。申し込みは当日会
場で。

1 9（水）

TEL：06-6346-8255

マチゴトプレゼント特集！
マチゴトは９月号の読者のみなさんに、下記の商品を抽選でプレゼントし
ます。発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
【応募方法】はがきに、希望商品名（商品紹介記事に表示）を明記し、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

海外旅行のアドバイス＆役立つ簡単英会話／池田市・中央公民館

ください。締め切りは９月２９日（消印有効）。応募は、はがき１枚に１点。

10 時〜 11 時半。9 月 26 日、10 月 3 日、10 日の全 4 回。元航空会社フライトアテンダントで、国立
大学英語力 UP 講師の福村美智子さん。空港、機内、ホテル、レストランなど海外旅行の楽しみ方を
アドバイス。定員 20 人。無料。申し込みが必要。池田市中央公民館 072-754-6299。

５人

2 1（金）

六甲ガーデンテラスの２０００円の食事券

六甲ガーデンテラス
（神戸市六甲山町五

秋の鳴く虫観察会／豊中市・服部緑地東中央広場

介山）
は、
施設内で使える共通食事券
（２０

18 時に服部緑地東中央広場集合〜 20 時。定員 30 人（先着順）
。9 月 19 日までにアジェンダ 21 事務
局（06-6863-8792）で申し込みを。

００円）
を５人にプレゼント。
商品名は
「六

ハンドメイド作家たちによる雑貨市「Yooi Market」／池田市・カフェヨーイ
（井口堂3-2-13）

甲ガーデンテラス」
。

10 時〜 16 時。洋服、バッグ、アクセサリー、ベビー雑貨など 10 人のハンドメイド作家の作品を１
日だけ販売。カフェヨーイ 072-747-9000。
ランチタイムロビーコンサート／豊中市・千里文化センター「コラボ」
12 時〜 12 時 45 分。お気楽混声合唱団が「里の秋」
「花」などを披露。定員 80 人。当日会場で申し込み。
千里公民館 06-6833-8090。

2 3（日）

秋の交通安全運動 わくわくフェスタ／豊中自動車教習所
10 時〜 16 時。大阪府警察音楽隊の演奏、ミニ消防ポンプ車乗車体験、
自転車バランス王者決定戦、篠山市野菜直販、飲食コーナーなど。豊中
市土木総務室 06-6858-2534。

12

食事券が使えるのは▽グラニットカフェ
（写真はメニューの１例）
▽六甲ビューパレ
ス▽六甲山ジンギスカンパレス。
六甲山で
は９月１５日〜１１月２５日、
現代アートの作品を楽しめる
「六甲ミーツ・
アート 芸術散歩２０１２」
を開催し、
六甲ガーデンテラス
（０７８−８９
４−２２８１）
も展示会場の１つになっている。

５人

非売品くまモングッズのセット

熊本県大阪事務所が、
県のご当地キャラ

2 7（木）

大阪空港エアポートジャズライブ／大阪空港・北出発ターミナル１階ロビーステージ
20 時〜 21 時。シャンソン歌手 Zaza が率いる「ザザアベックカフェ・マヌーシュ」が出演。曲目は枯葉、
恋は水色、アマポーラ、愛の讃歌など。無料。大阪国際空港ターミナル事業部 06-6856-6626。

2 8（金）

小林寿子さんの子育てセミナー／豊中市・北桜塚会館
13 時半〜 15 時は、小林寿子さんの子育てセミナー。15 時〜 16 時は、質疑応答＆お茶＆おやつの会。
現在 9 人目妊娠中という小林寿子助産師を招いての育児セミナー。テーマは「みんな知りたいおっ
ぱいのこと。卒乳？断乳？いつまで続ける？」「１歳児２歳児との付き合い方 自我について、イヤ
イヤ期どうする？」など。参加費 2500 円（お茶、おやつ代含む）。子連れ可。申し込み・問い合わ
せは、frauyoga2011@gmail.com（堀内さん）へ。

クター
「くまモン」
の非売品グッズのセット
（クリアファイル、
絵はがき、
ピンバッチ）
を
５人にプレゼント。
商品名は
「くまモン」
。
くまモンは、
２０１１年３月の九州新幹
線全線開業をきっかけに生まれたマスコッ
トキャラクター。
県の営業部長として熊本のおいしいものや大自然を全国
にアピールしている。
２０１１年
「ゆるキャラさみっと」
で人気を集め、
グラ
ンプリを獲得した。
公式ホームページ
（http://kumamon-official.jp/）
では
体操などを披露している。
熊本県大阪事務所
（０６−６３４４−３８８３）
。

2 9（土）

蛍池科学教室／豊中市・蛍池公民館
10 時〜 12 時。マイナス 196 度の世界を探る。参加費 500 円。対象は小学 5 年生以上。定員 16 人（先
着順）
。9 月 14 日 10 時から申し込み電話受け付け。蛍池公民館 06-6843-5561。

3 0（日）

１人

21 日オープンのホテル「レム新大阪」無料宿泊券

阪急阪神ホテルズが、
９月２１日にＪＲ

市民健康展／豊中市・中央公民館、アクア文化ホール

新大阪駅の北側にオープンするホテル
「レ

10 時〜 16 時（受付は 15 時まで）
。豊中市の医師会、歯科医師会、薬剤
師会の主催で、内科、小児科、眼科などの無料健康相談を受け付けるほか、
歯科検診や、
フッ素塗布などを無料で行う。このほかにもストレスチェッ
クやその場でわかる血糖値、似顔絵コーナーなど、年齢を問わずに参加
できるイベントが用意されている。豊中市保健所 06-6152-7307。

ム新大阪」
のシングルルーム無料宿泊券
（１
万３６５０円相当）
を１人にプレゼント。
商
品名は
「レム新大阪」
。
レム新大阪は新大阪駅に直結し、
２９６

相談会×講演会「ひとりで悩んでいませんか？ わが子の問題」／豊中市・千里公民館
13 時〜 16 時。不登校やひきこもりなどの悩みを抱える若者や、その家族、
支援者らを対象とした講演会と相談会。アウトリーチ神戸代表・藤本圭
光さんの講演の後に、関西各地の支援団体が個別相談会を開く。参加費
500 円。申し込み・問い合わせは、若者＆家族総合支援ホッとリンク（電
話 06-6842-7129、ファクス 06-6842-7139）へ。

室。
レムは
「快眠」
をコンセプトにした新しいタイプのホテルで、
ベッドはオ
リジナルのマットレスを使用し、
マッサージチェアもある。
シャワーは天井
から降り注ぐレインシャワーになっている。
予約は０６−６３９８−４１
２３
（当選者も予約必要）
。
５組

10 人 「Jazz Party ２０１２」招待券
中秋の名月 古民家で観月会／豊中市・日本民家集落博物館

１０月７日に池田市民文化会館アゼリア

18 時〜 20 時。月見団子とお茶付き。豊中中国音楽愛好会・二胡会の遠藤リョヲさんによる演奏も。
定員 150 人。参加費 1000 円（高校生以下 500 円）
。9 月 15 日から申し込み受け付け。日本民家集落
博物館 06-6862-3137。

ホールで行われる
「Jazz Party ２０１２」

1 0 月 2（火）

名は
「ジャズパーティー」
。

10 時〜 11 時半。五平もち、型抜きクッキーをつくる。対象は 3 歳〜修学前子どもと保護者。定員は
各 15 組。参加費 300 円。9 月 18 日までに電話で申し込みを。子育て支援センターほっぺ 06-68525526。

大学生主催のジャズコンボイベント。
スペ

5（金）

９大学１０団体の代表がハイレベルな演奏を披露する。
午後２時開演
（午後

男の料理教室／池田市・石橋駅前会館調理実習室

９時終演）
、
前売り一般１５００円、
中高生１０００円、
小学生以下無料。
問

10 時〜 13 時。10 月 19 日、11 月 9 日、23 日の全 4 回。男性が家庭料理を基礎から学べる講座。毎
回 4 品。レシピは当日のお楽しみ。講師はいけだ地域栄養士会・葉菜の会。定員 16 人。全 4 回 7200
円（材料費込み）
。申し込みが必要。池田市立カルチャープラザ 072-762-7777。

い合わせはJazz Party 2012実行委員会
（０８０−４２３８−３０９７）
。

おやつを手作りしよう（10月16日も）／豊中市・子育て支援センターほっぺ

外国人向けセミナー 子育てとことば／豊中市・とよなか国際交流センター
14 時〜 16 時。日本で子育てをする外国人保護者向けに、子どもの言語発達や母語でのコミュニケー
ションについて学ぶ。英語、中国語、韓国語、フィリピン語、タイ語、インドネシア語、ポルトガ
ル語、スペイン語の通訳あり。定員 30 人（先着順）
。要申し込み。とよなか国際交流センター 066843-4343。
豊中かいわいをスケッチしよう 景観スポット再発見（11月2日までの金曜日）／豊中市内
13 時〜 16 時半。11 月 2 日までの金曜日（10 月 26 日を除く 4 回）
。現地集合・現地解散（10 月 5 日
は千里公民館に集合）
。千里東町公園、豊中カトリック教会などをスケッチする。講師は豊中美術協会。
定員 30 人。9 月 21 日 10 時から電話受け付け。千里公民館 06-6833-8090。

の招待券を、
５組１０人にプレゼント。
商品
「Jazz Party」
は２０００年から始まった
シャルゲストに今西佑介、
横尾昌二郎ら若手ミュージシャンを迎え、
関西の

５人 「いつ・もの・こと」投稿者に 2000 円分の商品券
マチゴトは毎号６〜７ページに掲載している
「いつ・もの・こと」
ページ
「まちの相談室」
への投稿を募集中。
豊中市、
池田市ならではの疑問や質問を
はがきでお寄せ下さい。
抽選で５人に２０００円分の商品券をプレゼント。
「いつ・もの・こと」
は新聞での掲載とともに、
マチゴトのウェブ
（http://
machigoto.jp/）
上で、
動画を中心とした投稿サイトとして運営しています。
「まちの相談室」
は身近な疑問をみんなで解決するコーナーです。

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。

