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４００種咲く
「花のおうち」
荻原夫妻、
水やり２時間半

豊
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中市岡町北２に、地域の人たち
から「花のおうち」と呼ばれて

いる家がある。色とりどりの花が家の
周りを覆うように咲き乱れ、１年を通
して住民の目を楽しませている。
花の世話をしているのは、この家に
住む荻原邦夫さんと妻の雄子さん。荻
原さんはコンビニや不動産業を営んで
いたが、当時９６歳だった母のために
経営の第一線から退き、１０年前に大
阪市から豊中市に移った。荻原さん夫
婦は「海外旅行をたくさんしよう」と
思ったが、
「母に何かあった時に旅先
だったら」と考え、旅行をしないこと
に決めた。そこで「花でもやるか」と
思った。母のせいで旅行を我慢してい
るのではなく、花の世話のために家を
空けないと思わせるためだった。母は
２００８年、１０２歳で他界した。
母の死後も荻原さんは家を空けてい

Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

ない。６年前に岡町北２丁目の自治会
長を引き受け、連合自治会のメンバー
らと駅前ロータリーや地域の保育園で
花の手入れをするなどの活動を始め
た。自宅の花は４００種類に増えた。
冬は寒さに強いパンジーや葉ボタンを
咲かせるなど、季節ごとに植え替える。
水やりだけで毎日２時間半かかる。水
のやり方にも工夫が必要だ。特に大阪
の夏は高湿度なため、やり方を間違え
ると根を傷めてしまうという。水と肥
料の配分に何よりも気をつかう。
花は思わぬ交流も生んだ。手入れで
毎日数時間を野外で過ごすうちに、通
行人から話しかけられるようになり、

園芸に関する資格を
多く持っている荻原
さんは、地域の老人
会などでガーデニン
グ講座を開いてい
る。
「花を育てるこ
とで生きる楽しみを
増やしてほしい」

住人同士のあいさつが増えた。そのた
めか、この地域の空き巣が減ってい
るという。
「花はエネルギーをくれる」
と話す荻原さんは、今後も花で地域に
つくしたいと考えている。
（早川方子）

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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池田市立緑丘小の児童が緑の調査
自分たちが住む街の現状を知り、未来

身近な植物や動物の調査や、緑視率の調

の街づくりを学んでもらおうと、関西大

べ方などを通じて、児童たちが環境を守

学政策創造学部の橋口勝利准教授、いけ

るために何ができるかを考えるプログラ

だエコスタッフが池田市と協力して市立

ムになっている。授業は全６回で、次回

緑丘小学校で出前授業を行っている。

は１月に予定。最後には市に提案を発表

このほど３回目の授業が行われ、４年

する。橋口准教授は「自分の街の未来像

生６１人が１０班に分かれ、橋口ゼミの

を提案してもらうことが目的。子どもた

大学生１２人と、校区の緑の量や樹木の

ちが自分の目や耳で感じたことを発信し

健康状態などを調査して回った。児童ら

てほしい」と話している。 （進藤郁美）

は「街の中には、病気にか

かった木が校庭より多かっ

た」
「モミジにハートのマー

クがあった」「ひび割れた

木やコケがはえた木があっ

た」など、気になったこと

を各自の探検シートに記入

した。その後、シートを元

に探検マップを作り、班ご

とに発表した。
池田市は２０１１年に子

ども環境基本計画を策定

し、出前授業はその一環。

橋口准教授（左奥）と一緒に校区を調査する児童ら

女性のための防災講座 ２月に「すてっぷ」で開催
とよなか男女共同参画推進センターす

真左）が講師となり、いざという時に役

てっぷが２月２１日、女性のための防災

立つ防災対策や心構え、また女性の視点

講座
「私の防災プロジェクト

で防災を考えることの大切さを学ぶ。

シングル、

子育て、高齢……暮らしに合わせた女性

災害対策に女性の視点を取り入れたこ

の防災対策を考える」を開催する。危機

とで、生理用品や粉ミルクが避難所に備

管理教育研究所代表の国崎信江さん（写

えられるようになった例もある。災害時
に女性が困ること、また女性ができるこ
とを考えて、地域全体の防災力を高める
ことを目的としている。
講座は午後２時から。無料。要予約。
申し込み受付中。

（早川方子）
すてっぷは女性と
防災についてのパ
ンフレット「とよ
なか女性防災ノー
ト」を無料配布し
ている

【わたしの防災プロジェクト】2 月 21
日 午 後 2 ～ 4 時 ▽ 豊 中 市 玉 井 町 1、
すてっぷ▽電話 06 － 6844 － 9773

１２校３００人超の大合奏 １３日に池田で

空港・就航都市の街から⑦ 長崎県

池田市内の中学校、高校など１２校の

井戸信久教諭は「全員集まって音合わせ

大阪空港から１時間１５分、長崎空港

などが有名。最近は、牛乳と卵がベース

吹奏楽部が集うウインドフェスティバル

をする練習は３日間しかないが、うまく

は大村湾に浮かぶ箕島（大村市）にある。

の「ミルクセーキ」
、トンカツ、ピラフ、

が１月１３日午後１時半から、池田市民

整えたい。若く生き生きとした演奏を楽

１９７５年、世界初の海上空港として開

スパゲティーがひとつの皿に乗った「ト

文化会館アゼリアホールで開催される。

しんでほしい」と話す。そして、
「本番

業した。長崎市内へは車で約４０分、佐

ルコライス」なども人気だ。
（早川方子）

ウインドフェスティバルは、２０００

が終わった後の『やった！』という充実

世保市内へは約７０分で着く。諫早や島

年３月に高校だけの合同演奏会として始

した顔を見るとうれしくなる」と、今年

原など各方面へのバスや、ハウステンボ

まり、２００４年度から中学校も参加。

も期待する。

スへの連絡船も空港から出ている。

「普通にやっても面白くない」と、細河

無料。問い合わせは池田市民文化会館

長崎らしい観光スポットとしては、
「長

中学校と池田北高校、石橋中学校と池

０７２－７６１－８８１１。（礒野健一）

崎の教会群」があげられる。１５５０年、

田高校など、近隣の学校が

フランシスコ・ザビエルが平戸で布教を

ペアを組んで演奏するよう

始めて以来、キリスト教は長崎地域に広

になった。最近は部員不足

がっていった。江戸時代に禁教、弾圧が

に悩む学校も多く、このイ

ありながらも、信仰を変えなかった人々

ベントで初めて、楽譜通り

は今も生きつづけている。長崎県内には

全ての楽器がそろう大編成

１３０を超える教会堂がある。長崎県は

の曲ができる部もあるとい

これら教会群とキリスト教関連遺産の世

う。

界遺産登録を目指している。

プ ロ グ ラ ム の 最 後 は、

長崎のグルメは数多く、長崎牛、ちゃ

３００人を超える参加者が

んぽん、ハンバーガーなど多岐に渡って

ステージに上がり、大迫力

いる。米海軍の影響を受けた「佐世保バー

の合奏を行う。指揮をする

豊島高校吹奏楽部顧問の大

1 月 6 日に行われた合同練習の様子。今年の合同演奏はディズニーメ
ドレーなどを予定している

ガー」や、明治時代に中国人留学生のた
めに作られたという「長崎ちゃんぽん」

国内現存最古の教会堂である大浦天主堂は、ステン
ドグラスの美しさで知られる

お問合わせ先

わが家の宝もの

たであること」
。
彼女らしく、
しなやかに、

普段はわんぱく

ピンクの洋服

だという瑠衣ちゃ

が 似 合 う、 女 の

しっかり者の娘が、昨年１０月に東京

んですが、この時

子らしい由梨奈

へ転勤しました。頑張り屋で、良く気の

は寝起きだったた

ちゃん。でもお母

つく子なので、私の頼りないところをカ

めおとなしく撮影

さんによると「と

バーしてくれます。私がしょんぼりして

させてくれまし

にかく元気で暴れ

いたら、励ましてくれます。私に心配を

た。印象的な大き

ん 坊。 大 変 で す

かけないように、弱音も吐きません。私

な目はお父さん似

……」 と の こ と。

が彼女にしてあげられることは、この作

だそうです。吸い

お母さん、おつか

品を荷物に忍ばせることくらい。美しい

込まれそうやわ。

れさまです。でもかわいくて強くて元気

絵とともに素敵な言葉が書かれているの

な女の子って最高ですよね。

で、彼女の門出にピッタリ。
「あなたに

【たいせつなこと】

とって

たいせつなのは

あなたがあな

【わたしのすきなもの】

晄（ こ う ）

たおやかに。

（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：うちだややこ（フレーベル館）

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編㉘

わが家の宝もの

広い額ときれい
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子どもと楽しみたい絵本 てくてく編⑱

わが家の宝もの

わが家の宝もの

TEL：06-6346-8255

我が家の末っ子です。たこ焼きは彼の大

な形をした頭の晴

君は１歳に

末っ子が小学生の時に所属していた野

好物。この作品は、好きなものがいっぱ

生（ は る き ） 君。

なったばか

球チームは、人数が１０人ほど、低学年

い描かれています。季節や動物、お祭り

カメラを向けると

り（この写真

主体の弱小チームでした。相手は６年生、

など。そして、最後に「あなたの

すぐにレンズをつ

は１１カ月）
。

５年生のチーム、我がチームは主力が３

なものは

か ん で き ま し た。

細身でスラリ

年生ですから、勝てるはずがありません。

家族の笑顔です。
（絵本を楽しむ会・Ｍ）

な の で 撮 影 の 間、

としているの

勝てないまま、野球を辞めてしまうのか

お母さんが両手を

で少年のように見えますが、まだ赤ちゃ

と心配していました。何回負け試合を経

お さ え て い ま す。

んなのです。お母さんによると、晄君は

験したのか、忘れるくらいに時が経った

活発な晴生君は、名前の通り、明るい男

寝ながらよく動いているとか。だからス

ころ、やっと、つかみとった初勝利。み

の子のようですね。

リムさんなのでしょうか。

んなの喜びようは、大変なものです！し

すき

なあに？」と。私の答えは、

ばらくすると、「今日の夕ご飯はステー
キ！」、「焼き肉！」、「おすし！」など、

パパ友欲しい人集まれ！ １９日から講座開始
就学前の子どもの父親や、子育て仲間

９日の料理教室を担当する椹（さわら

が欲しいと思っている育児中の父親を対

ぎ）英直さんは「父親同士、共通の話題

象とした講座「つながろうパパ友

地域

がいっぱいあるはず。子育てを楽しむヒ

で広げるイクメンの輪」が、１月１９日

ントを学びながら、子育て仲間を作りま

から２月９日まで、とよなか男女共同参

しょう」と参加を呼び掛けている。

画推進センター「すてっぷ」で開かれる

（早川方子）

あちらこちらで声があがってきました。
その声の中で、ひときわ大きな声で「た
こ焼き、満腹食べたい！」という言葉が
聞こえてきました。顔を見るまでもなく、

「わたしのすきなもの」作：フランソワーズ・セニョー
ボ 訳：なかがわちひろ（偕成社）

夫婦で楽しむＷの子育て(２７)
◆妊婦健診、一緒に行く？

えてとっても可愛い。パパにもぜひ見せ

（毎週土曜日の４回）
。講師は、父親が子

おなかに赤ちゃんがいる女性は母にな

て「オレの子だ！」とパパスイッチを入

育てを主体的に楽しむ団体「ファザーリ

る実感を持ちやすいけれど、男性はなか

れてもらいましょう。仕事の都合で無理

ングジャパン関西」
の代表ら４人。絵本、

なか父親になる実感はわかないようで

な場合は、超音波の写真を見せたり、ま

料理、座談会を通じて父親同士で交流を

す。だからこそ、妊婦健診には一緒に来

た、病院によっては、超音波モニターの

広げるため、すてっぷが企画した。

てもらえるといいですね。

映像をビデオにダビングしてくれるとこ

１月１９日と２６日は親子で参加し、

毎回は難しくても、初期と中期、後期

ろもあるようです。

体操や絵本の読み聞かせをする。２月２

にそれぞれ１回ずつでも顔を出しておけ

パパが健診に行くときには、混んでい

日と９日は父親だけの参加となり、仕事

ば、産科医や助産師さん、看護師さんな

る待合室では座らず、妊婦さんに席を譲

と家庭・育児を自分らしく楽しむ方法を

どのスタッフとも顔見知りになれて安心

るなどマナーを心がけてくださいね。

話し合い（２日）
、ハンバーグなどの大

人も子どもも喜ぶ料理を学ぶ（９日）
。

講座は 10 時から。参加費は 1000 円。申し込みは
06 － 6844 － 9773（すてっぷ）

とよなか国際音楽祭２月１０日 世界に触れる場

です。

【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住の

一緒に行くタイミングで、おすすめな

ライター・コピーライター。４歳と０歳

のが妊娠４カ月になったころ。実はこの

児の母。桂幹人さんとの共著に
「だから、

時期……超音波診断装置に映る赤ちゃん

あんたは不幸やねん～見方を変えれば、

が、ぬいぐるみのクマみたいでキュート

人生は逆転する」
（日中言語文化出版社）

２月１０日に豊中市立アクア文化ホー

各国の楽器体験や、民族衣装の着付けイ

なんです。まだ１５センチほどの小さな

がある。http://ameblo.jp/mamawriter/

ル（曽根東町３）で第２回とよなか国際

ベントも行われる。「家族みんなで楽し

赤ちゃんですが、もう手足もはっきり見

音楽祭が開催される。これは豊中市在住

んでほしいので、コンサートは赤ちゃん

でペルー出身の兄弟デュオミュージシャ

もＯＫ」とフレディさん。異文化交流を

ン、フレディ・フローレスさん、ヘスス・

楽しむ場でもある。

子育てサークル(33) ひまわりＫＩＤ’Ｓ

入場料は前売り一般１０００円、当日

池田市東山町６１７、細河コミュニ

より親しみを持った交流につなげてほし

１５００円、中学生以下５００円。問い

ティセンターで毎月第３金曜日午前１０

い」という思いから始まったもので、
「と

合わせはアマウタぶんか倶楽部０６－

時半から、子育てサークル「ひまわりＫ

小野さんは「うちは予約も登録も必要

よなか夢基金」の助成事業にもなってい

６３０５－７８３７。

フローレスさんが
「外国文化に直接触れ、

子でクレヨンや色紙を使ってサンタ・ク
ロースへの手紙を書いた。

ＩＤ’Ｓ（キッズ）」が未就学児とお母

ありません。参加費も無料なので、気楽

る。音楽祭にはケニア、中

さんのための遊びの会を開いている。英

に開催場所に遊びに来てほしい」と参加

国・ウイグル、モンゴルの

語体操や絵本の読み聞かせ、手遊びなど

を呼びかけている。

民俗音楽家のほか、大阪音

をしながら、親子で交流を深めている。

（礒野健一）

楽大学の卒業生で構成する

サークルの代表を務めている小野美鈴

イリゼクラリネットアンサ

さんは、小中学、高校生３人の子どもを

ンブルも出演する。

持つお母さん。自分の子どもはサークル

フレディさんは「音楽は

を卒業したが、ボランティアとして会の

世界共通の言語。生の演奏

世話を続けている。「自分の子の手が離

を聴き、一緒に歌い踊って

れたいま、おばあちゃん目線で子どもた

ほしい」と話す。開演は午

ちの相手ができる」と話している。

後２時だが、ロビーでは午

サークルは夏はプールに行くなど、季

前１１時半から国際交流の

節ごとのイベントも取り入れている。ク

会とよなかなどの協力で、

2011 年 2 月に行われた第 1 回の様子＝アマウタぶんか倶楽部提供

リスマスを間近に控えた１２月には、親

（早川方子）

子どもが思い切り遊べる広めの部屋を借りている。
外に出て遊ぶこともある
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お問合わせ先

阪大の先生⑯日比孝之さん 数学は無形文化遺産
「平行四辺形の面積の求め方は？」と

が数学的センスを磨く最良の時間とも話

尋ねられれば、「底辺×高さ」という公

す。
「頭がリセットされて、間違いにも

式が頭に浮かぶだろう。今も昔も、小学

よく気付く」という。

TEL：06-6346-8255
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疑問を聞く⑦ 公衆電話は減っている？
最近、公衆電話を見かけなくなったよ

置、廃止できる第２種。撤去が相次いで

うな気がする。ＮＴＴ西日本に聞くと、

いるのはこの第２種だ。
「第１種は利用

「いつでもどこでも使える」という公衆

が少なくても廃止せず、今後も台数を維

校で習う基礎中の基礎だ。しかし、
「底

数学は、いくら年月を経ても色あせる

電話の役割は携帯電話に奪われ、利用率

持していく。第２種は通話料が１２カ月

辺×高さを求めると、どうして平行四辺

ことはない。
「古代ギリシャで発見され、

も減少した。稼働率の低下で採算性が取

平均で４０００円未満の場合、公衆電話

形の面積になるの？」と、小学生に質問

今も定理となっているものはたくさんあ

れなくなり、少しずつ設置台数を減らし

を設置してもらっている受託者の同意を

された時、果たして納得させられる説明

る。数学は無形文化遺産なんです」と日

ているという。

得たうえで廃止し、収支改善に努めてい

ができるだろうか。同様に、日常よく使

比さん。そして
「世界共通言語でもあり、

２０１２年３月末の公衆電話の設置台

世代を超えて取り組めるもの」と話す。

われるあみだくじが、
１つの始点からは、

く考え」だという。

数は、豊中市６３３台（２００７年３

ＮＴＴ西日本は２０１２年６月、災害

それに対応する１つの終点にしかたどり

「私より１５歳年上の、ドイツの天才的

月末１０４９台）、池田市１６６台（同

時の通信手段確保のため公衆電話の設置

つかないのはなぜかという理由を、明快

数学者がいる。初めて会った２８歳の時

２８６台）となっている。そのうち、公

場所をホームページ（http://www.ntt-

に説明するのは難しい。

は、雲の上の存在で話しかけることすら

衆電話ボックスの数は豊中市１５２、池

west.co.jp/ptd/map/index.html） で 公

大阪大学情報科学研究科で数学を研究

ままならなかったけど、その後は共同で

田市３５で、車椅子で利用できるボック

開した。これまで防犯上の理由から非公

する日比孝之教授は、
「平行四辺形の話

論文も執筆し、少し前には共著も出版で

ス数は豊中市４、池田市３となっている。

開だったが、
「場所が分からない」といっ

は、面積や体積の一般論『カバリエリの

きた」と笑顔を見せた。その笑顔は、鉄

ＮＴＴ西日本エリアでは２０１２年３月

た利用者の声が増えたため、公開するこ

原理』につながるし、あみだくじの法則

人２８号の敷島博士や鉄腕アトムの御茶

末で約１２万台。５年前（２００７年３

とにしたという。災害時などの活用を想

は数学的帰納法で証明できる。普段の生

の水博士にあこがれていたころの、日比

月末）より約５万台減っている。

定し、地図上に電話のマークを表示。屋

活の中に数学はたくさんある」と話し、

少年のものと同じものなのだろう。

広報室によると、公衆電話は電気通信

内、屋外のどちらにあるかも分かるよう

「公式を覚えるだけでなく、
こうした『何

あと数年で定年退官となるが「死ぬま

事業法によって２種類に分けられてい

故？』という疑問を小さいころから持つ

で数学。これまでやってきた自分の研究

る。第１種は総務省の基準によって設置

広報室は「東日本大震災などの大規模

ことが、数学者のセンスを育てる」と続

を、
しっかりとまとめて後世に残したい」

が義務付けられている。戸外での最低限

災害時、携帯電話は発信や着信の規制を

けた。

と力を込めた。

の通信手段を確保するのが目的で、市街

かける。それに対し、公衆電話は優先的

地はおおむね５００メートル四方ごと、

につながるよう設定している。緊急時の

来、日比さんは多くの教

その他の地域では１キロ四方ごとに１台

通信手段として役立ててほしい」と話し

え子を育ててきた。「入

を設置している。

ている。

１９９５年に大阪大学に着任して以

（礒野健一）

試問題は答えがあること

になっている。

もうひとつは、ＮＴＴの経営判断で設

（進藤郁美）

が わ か っ て い る し、 誰

かが解いたことがある

問題。それがいくらサク

サク解けたところで、数

学者として大成するとは

限 ら な い。 数 学 の 論 文

は、誰も解いたことがな

い、答えがわかっていな

い問題を自分で見つけ出

さないと書けない。つま

り疑問を抱き、自分で作

問する能力が重要」とい

う。
「５年に１人くらい、

そうしたセンスがずば抜

けた子が入ってくる。彼

らとの議論はとても楽し

い。研究室でやるよりも、

外に出て食事をしながら

の方が、面白いアイデア

が出て来る」と笑う。日

比さん自身、趣味の散歩

あこがれの数学者との共著を手にする日比さん。「数学者も体が資本」と
健康に気をつかう。「長生きすれば、それだけ考えられる」

少年野球⑥ 石橋南ブレーブス

阪急池田駅前には普通の電話ボックスと車椅子で利用できる電話ボックス（右）が並ぶ

豊中の加藤さん 英語スピーチコンテストで３位

て当たり前のことを教える。出来ない子

アメリカのブリガムヤング大学ハワイ

石橋小学校の児童を中心に小学１～６年

はグラウンドへ入れない方針だ。宿題を

校が主催した第１４回全国高校生英語ス

が納得いくまで何度も練習する努力家」

生３２人が所属する。コーチは保護者や

終えていない時には、グラウンドの外に

ピーチコンテストで、豊中市在住の府立

と拍手を送った。

卒団生が務めている。代表の前田智さん

机を並べ、まず宿題をするそうだ。
「面

箕面高校１年生、加藤早紀さんが３位に

加藤さんは小学４年生の時から英会話

は「チームの出発は阪急ブレーブスこど

白い光景です」
と前田さんは笑っていた。

入賞し、１２月１３日、箕面高校で表彰

を習ってきた。学校ではボクシング部に

も会で、石橋ブレーブスを経て、３３年

「野球を通して、あきらめない気持ち、

状とトロフィーの授与式があった。

所属している。趣味は友人たちとショー

ほど前に石橋南ブレーブスになった」と

自分に負けない気持ちを学んでほしい。

コンテストには全国から約３００人が

トムービーを撮影すること。
「将来は英

説明する。

そして本物の仲間を作ってほしい」
。そ

参加し、９月の地区予選をへて、１１月

語を生かしながら、演劇に関する仕事に

れが前田さんの願いだ。

に本選が行われた。スピーチのテーマ

就きたい」と夢を語った。 （早川方子）

石橋南ブレーブスは、石橋南小学校、

最近は団員数が減り、存続の危機に直

（進藤郁美）

面したこともあり、地域を

は毎年同じで、家族の大切

巻き込んだチーム作りをす

さや、きずなについて。加

すめている。地域で子ども

藤さんは離婚した自分の両

を育てようと石橋商店街や

親について話し、
「それで

婦人会、敬老会、子ども会

も親が巡り合い、愛し合っ

がサポートする。団員もユ

たから存在している」と感

ニホームを着て、運動会や

謝の気持ちを込めた。コン

イベントに参加したり、学

テスト実行委員会の田中宏

校や商店街の掃除をしたり

二さんによると、上位３人

と、地域の中に入っていく。

の実力は拮抗していたため

大年頼昭監督はあいさつ

「審査員も順位をつけるの

や返事を大切にし、うそを

つかないなど、野球を通し

チームカラーはネイビーブルー。練習は土、日、祝日の午前 9 時～午
後 5 時。見学、入部の詳細はブログ http://imbraves.blog.fc2.com/

に苦労したほどだ」という。
加藤さんを指導した箕面高

校の硴塚（かきつか）桃子教諭は「自分

エントリーに提出したスピーチの録音は、50 回以上やり直して納得し
たものを送ったという加藤さん（右から 2 人目）

お問合わせ先

身近な法律相談③ それって本当に子どものため？

TEL：06-6346-8255
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園芸高校生「さくら塩麹あんぱん」開発

「あなたのため」と頑張っているつも

～１７時と第２木曜１８時～２０時▽

りが、逆に子どもを追い詰めてはいない

０６－６３６４－６２０５）。子どもか

の食品製造研究部が、池田の特徴を出し

日に石橋商店街で行われる「おはこ市新

でしょうか？

らの相談も受け付けています。【千里中

た「さくら塩麹（こうじ）あんぱん～池

春おたのしみ大会」で、１つ１２０円、

央法律事務所

田炭入り～」を開発した。

１２０個限定で販売する。 （礒野健一）

居場所のない子どもたちが逃げ込んだ

相間佐基子弁護士】

大阪府立園芸高校（池田市八王寺１）

り保護されたりする「子どものシェル

同部は２０１２年１０月に、第一屋製

ター」に、最近教育を理由に虐待された

パン大阪空港工場と協力して、「ふんわ

とみられる子どもたちが増えています。

りおからパン」を開発、好評を得た。今

教育を理由とした心理的暴力や身体的暴

回のパンはその過程で候補から外れたレ

力を「教育虐待」と呼び、具体的なケー

シピを見直し、「池田らしさ」を全面に

スで共通しているのは「親の価値基準が

出した。形は桜の名所・五月山にちなみ、

成績に極端に偏っている点」です。

花びら状の小さなパン５つを輪にしてつ

保護された１６歳の女の子は、成績が

なげ、中の白あんには塩麹と池田炭パウ

落ちたら母親に椅子に縛り付けられ、怒

ダーを練り込んでいる。

鳴られたり暴力を振るわれたりしまし

池田炭は趣旨に共感した「炭しょっぷ・

た。また１７歳の男の子は、母親の言葉

だん」
（新町）が無償で提

の暴力に耐えきれず反抗したら、食事も

供。パンは池田市・石橋商

生活費も与えてもらえなくなりました。

店街のタローパンの協力を

身体的暴力だけでなく、無視や拒否、暴

得て焼く。店長の堤洋一さ

言、過干渉など、深い心の傷を与えうる

んは「試作段階でも商品と

言動も虐待です。

して十分通用する」と太鼓

子どもに関する相談は、大阪弁護士会

子どもの人権電話相談（毎週水曜１５時

「さくら塩麹あんぱん」は、１月２０

【千里中央法律事務所】豊中市新千里東町 1 － 2 － 4、
信用保証ビル 6 階▽ 06 － 6831 － 6205

さくら塩麹あんぱん～池田炭入り～。桜の花びらの
形に整える

判を押す。パン作りの中心
となっている西田拓哉さん
（３年）は、「たくさんの人

自然で遊ぼう⑯ プロペラの種

の協力で作ることができた
パン。池田の新名物になっ

冬になると山にはたくさんの種がまか

などに利用されているマジックテープ

てくれたらうれしい」と笑

れます。それは、来年以降に芽を出す小

は、ひっつき虫がヒントだったと言われ

顔を見せた。

さな命。母親である木々は、その種たち

ています。

にいろいろな工夫をしています。
五月山公園のローラー滑り台の近く

多くの自然が、知恵と恵みを私たちに
もたらしてくれています。

タローパンの工場での試作。堤さん（右から 2 人目）と工程などを検
討する部員

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜２２＞西尾矩昌さん

に、さつきやま森の幼稚園の子どもたち

【木村太郎さん】株式会社ＥＧＧＳ代表。

さつき橋のそばに、西尾矩昌（のりま

もお気に入りの種があります。子どもた

さつきやま森の幼稚園園長。池田市在住。

さ）さんの「空（くう）より空（そら）

ちはそれを「プロペラの種」と呼んでい

五月山での様々な自然体験などを提供。

へ－Ｄｒｅａｍｅｒ」がある。西尾さん

ます。種を空に投げるとすごい勢いで

は「空気の重さを形にした。空気は感じ

回転しながら落ちてくるの

ていないようでいて、感じることもある」

がその名前の由来。本当は

と語る。石を２つに切り、天地に見たて

ニワウルシという木の種で

た。天地の間に池田市のジオラマを作っ

す。ニワウルシはこの種が

た。
「我々は天と地の間にいる。自由に

少しでも遠くに飛べるよう

生きているようだが、実はそうじゃない」

にこんな工夫をしているの

というメッセージを込めた。山や川があ

です。

る風景の中に、白い大理石で作ったミニ

それ以外にもひっつき虫

チュアの車や魚釣りをする人を置いた。

「いつの間にか無くなってしまった」と
残念そうだった。

（進藤郁美）

池田市、緑のセンター横さつき橋詰めにある西尾矩
昌さんの「空より空へ－ Dreamer」

や、弾け飛ぶもの。いろい

ふくまるくん大喜び「年賀状ありがとう。返事出すね」

ろな工夫を凝らした種が

今、山や公園にあふれてい

ます。
ちなみに子どもたちの靴

プロペラの種こと、ニワウルシの種

池田市のイメージキャラクター、ふく
まるファミリーに、１月４日までに２３

いた年賀状にはふくまるファミリーから
返事が出される予定。

（進藤郁美）

枚の年賀状が届いた。市内を中心に、北

83.7MHz FM千里㉗西村梨絵の"まるもり"ラジオ!!

海道や東京都などからも寄せられた。年

番組が地域コミュニティーの中心にな

んの姿を見ると、心がまーるく、やさし

◆木曜日１８時半～１９時放送

賀状には「ふくまるくん・ふくまるちゃ

２０１２年１１月からスタートした新

ることが、１番の目的という。だから西

く、元気になります」「わが家にも４人

番組で、いずれも豊中在住の西村梨絵さ

村さんは言う。
「お父さんは会社で、子

子どもがいます」
「応援してるね」など

ん、丸義典さん、大森啓史さんが制作す

どもは学校でコミュニティーができるけ

とメッセージが書かれている。市観光・

る。もともと一緒に食事や旅行をする仲

ど、お母さんは大変。ラジオの情報を、

ふれあい課は「今年も年賀状がもらえる

だったが、
「せっかくだし、番組でもやっ

友だちができるきっかけにしてもらえた

のか、そわそわしていたふくまるくんで

てみるか」という大森さんのひと言から、

らうれしい」＝コミュニティＦＭ千里木

すが、はがきを受け取ると大喜び」
。届

ＦＭ千里の住民制作枠を使った番組作り

曜午前１１時から、マチゴトの記事を紹

に取り組んだ。

介する「まるごと・マチゴト」放送中

番組をリードする西村さ

風景印で街歩き⑨ 池田宇保郵便局

んは、他局にも番組を持つ

池田宇保郵便局の中司茂弘局長は、池

プロのパーソナリティー。

田に来て５年目。出身は香川県小豆島で、

「トリオ漫才みたいに、な

て暮らしやすい」と話す。郵便局には
「○

丸さんはオモロイ担当。
「普

○の電話番号教えて」といった、業務と

段は寡黙で真面目やねん

関係のない相談もくる。「それができる

で。でも、番組でワイワイ

身近さを大切にしたい」と続けた。

言うてる方が、素の自分や

風景印に描かれるのは、池田に伝わる

ろな」とニヤリ。大森さん

織り姫伝説、呉服（くれは）姫と穴織（あ

は、
「まだ始まったばかり

やは）姫の木像だ。ウォンバットと並ぶ

です」と振り返る。

車で全国の風景印を集めて回る人もいた
という。

（礒野健一）

「ここは島に似た、のどかな雰囲気があっ

んとか回してます」と話す。

で、収録後はいつも反省会

届いた年賀状に大
喜びのふくまるく
ん＝池田市役所で

左から大森さん、丸さん、西村さん。
「聴いた人が、今以上に豊中を好
きになる番組です！」

姿がかわいらしい。普段は月に１度、押
印依頼がある程度だが、北海道から自転

呉服姫像は寿命寺（西本町）
、穴織姫像は伊居太神
社（綾羽 2）にある
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地域のさまざまな情報を、
地域のみなさんがインターネットを
使って気軽に発信しあい、
地域の絆を深めあう
動画中心のサイトです。

http://www.itsmonokoto.com

いつものこと

で 検索

多いのです。すると、手袋をしていても、手先

が冷たくなり、場合によっては足先も冷たくなります。
簡単な解消法を知りたいです。
（４６歳女性／箕輪）

四国八十八カ所の一部を、冬に自転車で回ったこ

A

とがあります。出かける前に遍路の先輩から「タ

カノツメを持っていって、足先が冷たくなったら靴下の

中に入れておくといい」と教えられました。私は結局、

場合は、いらぬトラブルの種になってしまうこともあ

ります。問い合わせは暮部菓子店０７２−７３４−００

ぬままでいるでしょうね。逆に相手から挨拶をされた

よのピア in 池田」などで販売しています。地方発送もあ
５９へ。
（編集部）

Q104
里園）

しょう。
（編集部）

A

Q102

寒いとお腹を壊しやすいですか

らね……って、違います。あれ

は「こも巻き」といって、害虫駆除

「小 学 校 と 幼 稚 園 に

のためのものだそうです。豊中市・

通っている子どもがい

花とみどりの相談所の木田巌さんに

ます。雪遊びをさせたいのです

詳しく聞いてきました。

が、近場でいい所はありません

「こも巻きは、松の葉を食べるマツカレハの幼虫（マツ

か？（３９歳女性／庄内西町）

ケムシ）を除去するために使われます。毎年１０月ごろ

に松の木に取り付け、中に土を入れることもあります。

大阪府千早赤阪村の金剛

A

“ 腹巻 ”。もっと全体を暖め

てなくていいの？（２５歳女性／千

使うことはありませんでしたが、ホカホカするそうです。
手先は小さな使い捨てカイロを手袋に入れておくことで

冬になると見かける木の

マツケムシは葉を食べるため木の上の方にいるのですが、

山はどうでしょう。近鉄

寒くなると土中で過ごすために下へおりてきます。その

富田林駅などからバスで行き、

途中、わらを使ったこも巻きの中に入ると土中と勘違い

金剛山ロープウェイの乗って山

樹氷の美しい日もあります。今年の冬は寒いようなので、

んとも恐ろしいトラップです。しかし木田さんによると

も巻きごと燃やして駆除をします」
。害虫にとっては、な

がっている日が多いと思います。

チャンスは多いはず。車で行くなら、子ども用の簡単な
ソリを持っていってもいいですね。
（編集部）

６歳男性／旭丘）

冬の水ようかんとして、能勢町森上の暮部菓子店

A

が毎年１１月〜３月に作っているようかんです。

糸かんてん、砂糖、アズキ、地下

Q105

阪急電車で通勤しています。毎朝、同じ車両で
見かける人がいます。会釈や挨拶などをした方

がいいのでしょうか。同じ車両で見かけるようになって
１年ほどになります。知らぬふりをするのも気持ちがい
いものではなくて。
（３３歳女性／箕面市）

A

水を炊き上げ、人肌になるまで撹

毎日会うということは、相手もあなたに対
して「よく見かける人だな」くらいには思っ

かどうかという判断は、なかなか難しいですね。

食感が損なわれる」とお店の方に

相手の年齢、そして同性か異性かの違いで、対応

聞きました。寒い日ほどよく売れ

も変わります。異性であるなら、かなり気を遣う

るそうですよ。よく冷やして、お

べきだと思います。特に男性が女性に対してする

ずばり、あなたが見かけたのはこの看板で
しょう ! 何やら怪しげですが、上に浮かぶ

顔は石橋商店街の名物店主さんたち。この「ゑび

す男選び＠阪大坂」は今年で７回目となる、阪大生と
石橋商店街など地元の住民との交流が主目的の行事で

（木）

マチゴトは１月１７日、中学生を対象として、プロバスケットボールリーグ・

大坂」を一気に駆け上がり、
その年１番の福男と福女を
決めるイベントで、毎年１

市町産業課商工観光班の澤井俊哉さんと鹿田智絵さん、

上った先で出迎えてくれたのは、
山門

そして本紙でコラム
「自然で遊ぼう」
を連載する池田市在

の脇に建つ創業１２０年の老舗旅

住のネイチャーガイド・木村太郎さんが出迎えてくれた。

館・だんごやの滝川典子さん。
ここで

「すごい雪でしょう。
上市でも、
１２月にこれだけ積も

ないということだろうか。
当日、
護摩祈祷
（ごまきとう）
の

趣味のコーヒーは
灯
（あか）
りに照らされた不動明王の姿は、
より荘厳さ
焙煎
（ばいせん）
から
を増した姿になるのだろう。
やってます。
それも是非
味わって！

雪国の達人に学ぶ

は２日目の昼食をお願いしてお
り、
地元の食材をふんだんに使っ

最後に訪れたのは、
西種地区。
上市でも最も雪が多い
らではの暮らしの知恵を体験する予定だ。

そう言って滝川さんが出してく

出てから数カ月。
上市はひと足早い豪雪体験で、
マチゴト

れたのは、
実に大したもんだった。

を熱烈歓迎してくれたようだ。

日石寺名物のそうめんを中心に、
上市特産のサトイモを使った白和
え、
近くの山で採った山菜は煮物

案内人が
「子どものころからやってる、
当たり前のこ
と」
と話すものが、
旅人には新
鮮で面白い。
雪国の達人である
彼らが語る雪遊びや、
意外な防
寒方法といった暮らしの知恵

やおひたし、
漬け物になっている。

は、
聞くだけでワクワクさせら
れるエンターテイメントなのだ。

ヒカリ。
上市は
『コシヒカリの父』
、
杉谷文之さんの生誕地

逆に
「大阪ではどうなの？」
と聞

は豚汁の炊き出しや、順位カードによる、全員に当た

になってしまう。
温かさを感じさせる人形は、
ほとんどが

でもあるんです」
。
滝川さんが
「おかわり、
遠慮なくどう

かれるかもしれないが、
そうした

るプレゼント抽選会も行われています。

女将さんの手作りという。

ぞ」
とほほ笑んだ。

双方向の異文化交流こそ、
旅の真

ゑびす男選び実行委員会（ebisuotoko@gmail.com）に

見ることもない道具

西宮戎よりもキツイ」と言われています。ゴール後に

参加は自由。事前に氏名、性別、連絡先を記載して

メールをして下さい。石橋から遠い人も大歓迎。スター
トは１月１３日午前７時半で小雨決行です。
（編集部）

「まちの相談室」質問募集中 !

教えてほしい暮らしの知恵、街で見かけた変なものの由来
など、気になったことがあれば、毎日新聞ローカル「まち
の相談室」係にメール（info-toyonakaikeda@machigoto.jp）
、
ファクス（06-6346-8256）
、はがき（〒530-8251 大阪市北
区梅田 345）で質問をお送り下さい。

よく見ると、
長持や背負子
（しょいこ）
といった、
最近は
も、
オブジェとなって
旅館を彩っている。
廃

上市は古い家が
多いので、探せば
色々出てきますよ

校になった小学校か
らもらったという机
もあった。
それに刻ま
れた傷を見ていると、

腹を満たしたところで、
日石寺を参拝した。
本尊は１枚

【３月２日（土）
】午前９時半ごろ大阪駅発…＜サンダーバード＞…富山駅…電鉄富山駅…上市駅（案内人と合流し、以降
は町内を車で移動）…上市町西種地区の古民家で、上市流ひな祭り体験…湯神子温泉（泊）
【３月３日（日）
】湯神子温泉で、ひな祭りのクラフト体験…日石寺（見学と護摩祈祷）…地元食材のランチ…味蔵（地元
物産直売所）…上市駅…電鉄富山駅…午後３時半ごろ富山駅発…＜サンダーバード＞…午後６時半ごろ大阪駅着
■参加費 ３万７０００円
■定員 １０人
■申込み 毎日新聞旅行に電話０６−６３４６−８８００（平日午前１０時〜午後６時）
。もしくはマチゴト編集部に参加者の名前
と年齢、連絡先を明記しメール（info-toyonakaikeda@machigoto.jp）で申し込む

入学・卒業シーズンを前にマンツーマンで指導

阪急蛍池駅前にある「蛍池 浪速きもの学院」

（礒野健一）
▲ネイサン・ウォークアップ選手

２
〜
３ レンタル振袖 新作展示予約会
26

（土）

（日）

ブランカパロマ、マナーレッスンも実施

成人式の振袖やウエディングドレスのレンタル、

が２月１７日、マチゴト読者を対象とした着付け
講座を開催する。マンツーマンの指導で知られる

市大和町５ -１５）が、１月２６日（土）から２月

浪速きもの学院は、
「わかるまで何度でも聞くこ

３日（日）まで、２０１４年の成人式に向けた新作

とができる」
「自分好みの着付けを教えてもらえ

レンタル振袖の展示予約会を開く。
ブランカパロマでは成約した顧客を対象に、車の

今回の講座は入学・卒業シーズンを前に、着物

乗り降りやトイレ方法などを学ぶ着物マナー講座も

になじみのない人に着物に関心を持ってもらおう

無料で開催している。また、振袖だけでなく、当日

と企画された。着物はレンタルできるが、手持ち

の支度など小物一式がそろったオール・インプラン

の着物を持参してもいい。浪速きもの学院は「お

を用意するほか、併設されたフォトスタジオで記念

母さまやおばあさまの着物が眠っていませんか。

写真も撮影できるとあって、成人式の準備に手間が

ぜひこの機会に袖を通してください。親子での参

かからないと評判を呼んでいる。ブランカパロマは

加も歓迎いたします」と話している。
（早川方子）
■日時／２月１７日（日）１０時〜１２時、１３時半〜１５時半
■場所／蛍池 浪速きもの学院（豊中市蛍池東町２−１−２−３F）
■参加費／５００円 ■定員／午前と午後 各５人
■申し込み先／蛍池 浪速きもの学院へ電話（０６−６８４３−１４４１）かメール
（naniwakimono.hotarugaike@docomo.ne.jp）に、参加者の名前と連絡先、希望の
時間帯、着たい着物の種類があれば明記し申し込む ■締め切り／２月１５日（金）

「新作を多数取りそろえてお待ちしています」と話している。
（早川方子）
︻開催概要︼

■日時／１月１７日（木）１８時〜１９時半
■場所／豊中市立第九中学校体育館（豊中市新千里南町１ー４ー１）
■対象／中学生（見学は小学生、保護者も参加可能） ■定員／４０人 ■参加費／無料
■特典／イベント参加の中学生を対象に、２０１３年 1 月２６・２７日に池田市五月山体
育館で行われる bj リーグ公式戦「大阪エヴェッサ対宮崎シャイニングサンズ」戦の観戦チ
ケットをプレゼント（NTT 西日本 兵庫支店提供）
■申し込み先／マチゴト編集部へファクス（０６−６３４６−８２５６）かメール（infotoyonakaikeda@machigoto.jp）で、参加する中学生の名前と保護者の連絡先を明記し申
し込む。団体の場合は代表者の名前と連絡先、参加人数を明記し申し込む
■締め切り／１月１５日（火）

１

着付け、ヘア・メイクを行うブランカパロマ（池田

る」と、幅広い世代から支持されている。

館で行われるｂｊリーグ公式戦、宮崎シャイニン

（礒野健一）

■日程

蛍池 浪速きもの学院が着付け講習会
17

（日）

髄だ。

「富山県上市町・豪雪地が魅せる、昔暮らしの旅」 スケジュールと募集要項

自分が使っていたも

２

雪遊び

地区だ。
そこの古民家で、
上市流のひな祭りや、
雪国な

パックツアーとはひと味違う旅を企画しようという話が

︻開催概要︼

▲川辺泰三選手

ぎ見るが、
やはり厳しい表情だ。
まだまだ人生経験が足り

氷点下に近い気温の中、
汗をにじませ

昆布でしめたワラビは初めての味。
「お米も上市産のコシ

んでおくのがいい。そして自分の可能性を信じて、

︻開催概要︼

小中学校のころは目立つ存在ではなかったと

もらえると思いますよ」

ホームは既に数十センチの積雪だった。
改札を出ると、
上

のことよりも、
ロビーや廊下に並ぶたくさんの人形が気

には、けがをしない正しいストレッチ方法も、 グサンズ戦の観戦チケットも、参加者全員にプレ

いう川辺さんは、
「中学生は成長の途中なので、

見えるそうです」
という澤井さんの言葉を聞き、
改めて仰

だ。
若女将の京田和代さんに話を聞く。
しかし料理や泉質

年少女にとっては、あこがれの選手に近づき、 る。また、１月２６、２７日に池田立五月山体育

ズンからエヴェッサに加わった。

きますから、
お年寄りにも安心して上市の雪を楽しんで

方鉄道に乗り換え、
さらに２５分。
上市駅に到着すると、

んどが坂道のため「本場の

イベントでは両選手のサイン会も予定されてい

リーグ得点王に輝いた。
ｂｊリーグでは今シー

半、
特急サンダーバードで富山へ向かい、
そこから富山地

００メートルですが、ほと

楽しく伝えていく。バスケットボールに励む少

さんは地元大阪出身で、甲南大学時代は３度の

「厳しい顔ですが、
人によっては優しく慈悲深い顔にも

初めに訪れたのは、
観光旅館・湯神子
（ゆのみこ）
温泉

加しています。距離は約３

応援してあげてください」とアドバイスを送った。

手と、ネイサン・ウォークアップ選手だ。川辺

ずつ地元住民サポーターが付く。
「一緒に手をつないで歩

泊まる旅館は むかし ミュージアム

にやっていた練習方法、気持ちの高め方などを

エヴェッサからやって来るのは、川辺泰三選

た空気が漂う中、
正面から向かい合う。

旬だった。
大阪から約３時間

００人以上の老若男女が参

なう』が僕の持論。親も自分の子どもを信じて、

する。

かに国宝が１カ所）
。
雪で外の音が消され、
凛
（りん）
とし

先行して雪を踏み固めてくれる。
旅行当日は、
１人に１人

「大したもんはないけどねえ」

ポジションも１つにこだわらず、色々な経験を積

ゼントする。

た磨崖仏だ
（ほ

た、
ひな祭りらしいものになる。

を豊中市立第九中学校体育館で開催する。技術指導のほか、選手が子どものころ

南谷クリニック（豊中市岡町北）の協力で紹介

グンと増す。
入り口の百段坂は、
高さ約１メートルの手す

澤井さんが笑いかける。
上市で観光コンサルタントも

『信じれば夢はか
ムアリーナ）の選手によるイベント「マチゴト・バスケットボールクリニック」 ひたむきに練習をしてほしい。

質問もできる、絶好の機会だ。イベントの前半

化財に指定され

務める木村さんとの縁で、
マチゴトの読者に町を紹介し、

ｂｊリーグ・大阪エヴェッサの選手に、練習のポイントを聞こう

ｂｊリーグの初代チャンピオン、大阪エヴェッサ（池田市五月山体育館などホー

い、
国の重要文

る、大阪大学豊中キャンパ

スへ続く通学路、通称「阪

５カ所しかな

れたと伝わる大岩山日石寺だ。
山手にあるため、
積雪量も

るのは珍しいんですよ」

点付近をスタート地点とす

明 王 像。
全国で

次に向かったのは、
奈良時代の僧・行基によって創建さ

す。国道１７１号と１７６号が交わる石橋阪大下交差

「マチゴト・バスケットボールクリニック」豊中九中で開催

17

メートルの不動

りが完全に埋もれている状態だ。
長靴装備の澤井さんが、

上市案内人

ているかもしれません。でも、そこで挨拶をする

そうです。
「暖かいと、水分が出て、

A

た、
高さ約３.２

を、
スケジュールに組み込むことにした。

上市を訪れたのは、
１２月中

京田和代さん

（かく）はんしながら冷まして作る

1

には努力がいろんな必要なんですね。
（編集部）

似たものなのでしょうか。
（４８歳女性／天神）

岩から掘り出し

上市案内人

ると聞きました。食べてみたいのですが。
（２

ど食欲旺盛な虫です」とのこと。きれいな松の木を保つ

そのあたりの差って、
なんなんでしょう？（編集部）

は何ですか？ 西宮戎（えびす）の福男選びを真

これだけのものがあるのに、
ただ泊まるだけではもっ
たいない。
人形作りを体験したり、
昔の道具に触れる時間

お不動さんで上市の味覚を満喫

でも、新幹線ではそういう雰囲気になりません。

という看板を見かけたのですが、これ

【上市町】
富山県東部に位置する町で、
人口は約２万２千人。
町の東南部に古くから信仰の対象にもなっている剱岳
（標高
２９９９メートル）
を仰ぐ

鹿田智絵さん

Q103

能勢名物に「くれべのでっちようかん」があ

「マツケムシは１匹いるだけで、松の木が丸坊主になるほ

のでもないのに、
子ども時代の光景が浮かんでくる。

上市案内人

して、そこで冬眠してしまうのです。１月か２月に、こ

車内では、相席になった人に話かけることも平気。

石橋駅近辺で「ゑびす男選び＠阪大坂」

富山県上市町

真冬には２メートルを超す積雪となる、富山県上市（かみいち）町。霊峰・剱岳が見下ろす街は、２０１２年に公開された映画「お
おかみこどもの雨と雪」の舞台モデルにもなった、昔ながらの日本の風景が残る街でもある。まだ雪の残るひな祭りの季節に、そこ
に暮らす人たちと触れ合い、初めてなのになぜか懐かしい、あったかな気持ちで満たされる旅をしてみませんか ?

場合に、特に警戒することもありませんが。旅先の電

Q106

7

http://www.itsmonokoto.com

雪国が魅せる、
昔暮らしの旅

滝川典子さん

上に行くと、冬場は雪景色が広

るでしょう。個人的には触らぬ神にとばかり、何もせ

（土・日）

上市のいいところを
いっぱい案内します！
雪にダイブだって
しちゃいます！

Q101

こたの中でツルンと食べるのがいいですよ。池田駅の「と

2・3

上市案内人

仕事の関係で、自転車に長い時間、乗ることが

3

澤井俊哉さん

「まちの相談室」

このコーナーは、地域のみなさんから寄せられた素朴な疑問、街で気付いた不
思議なことなどに答える、読者参加型コーナーです。質問だけでなく、掲載さ
れた疑問への回答も、随時募集中です !

いつ・もの・こと 豊中版

■日時／１月２６日（土）〜２月３日（日）、午前９時〜午後６時
■場所／ブランカパロマ（池田市大和町５−１５、阪急池田駅から徒歩５分）
■レンタル／オール・イン（ショール、帯、草履など含め８９,７７５円〜３２０,７７５円）
▽振袖レンタル（３１,５００円〜２６２,５００円）いずれも税込み価格
■問い合わせ／ブランカパロマ（０７２−７５１−８８８８）
www.blancapaloma-k.com

2013. 1.10 vol.47

お問合わせ先

点心師が腕を振るう中国料理 古谷
阪急岡町駅近くの中華菜房・古谷は、

TEL：06-6346-8255
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編集長のズボラ料理(36)ゴボウと牛肉のワイン蒸し

ほしい」と自己主張する。「中国料理は

一緒に四国八十八カ所を回った遍路の
仲間は、仲良しだが、わがままだ。

も忘れて。そんな時は一声「わがままツ

作りたての点心を食べさせる。点心師の

鍋をあおって料理を仕上げる時間はわず

古谷哲也さんが２０１２年２月にオープ

か１分ほど。１分間の真剣勝負は緊張感

ンさせた。点心師は点心を専門に作る料

があって面白い」と、醍醐味（だいごみ）

るだけ要望を聞くことにしている。香川

同窓会と称して滋賀県に紅葉狩りに出

理人。古谷さんは辻調理技術研究所の１

も語る。

県丸亀市で人気のトリ料理「骨付鳥（ほ

かけた。
「近江牛を食べねば」と当然の

遍路旅は僕が行程表を作るので、でき

アーのみなさん、集合！」
。それが通用
するので、可愛いところもある。

期生で、点心を専門に勉強した。卒業後

ランチは飲茶コース（２２００円）の

ねつきどり）」の店「一鶴」を昼食場所

ように言う人がいた。「高いんやでえ」

は、辻調理師専門学校の講師を経て、レ

み。前菜３種、スープ、点心５種、おか

に選んだ。予想通り「トリは嫌い」とい

と抑えるが、「ねば」を繰り返す。考え

ストランやリーガロイヤルホテル大阪な

ゆ、杏仁（アンニン）豆腐と中華菓子の

う人が３人出た。３人のために、一鶴か

たあげく、夕食のバイキングに近江牛が

どで腕を振るい、ようやく念願だった自

順で出る。取材日の点心は、ユズとカブ、

ら近い和食の店「魚よし」を用意した。

ついている休暇村近江八幡に泊まった。

分の店を持った。

エビの入った海鮮蒸しギョウザ、小籠包

骨付鳥は骨のついたもも肉を、丸かぶ

「バイキングはせわしない」とわがま

りして食べる。固い「おやどり」と柔ら

まが出た。やけくそで近江牛会席に変え

と古谷さんは力説する。点心は数えきれ

細い麺（めん）状の衣を付けて揚げるホ

かい「ひなどり」の２種類がある。おや

た。１人の負担金が３０００円近くアッ

ないほど種類があるうえ、発想次第で限

タテのカダイフ揚げ、ダイコン、セロリ、

どりが有名なのだが、年寄りばかりなの

プしてしまった。さて、待ちに待った近

りがない。「点心はお菓子系の甜（てん）

ベーコン、干しエビなどが入った上海風

で、どちらにするか聞いてから、店に注

江牛。ローストビーフ、朴葉（ほおば）

点心と春巻きやギョウザなどおかずにな

パイだった。

文しておいた。ところがである。おやど

焼き、シャブシャブと出てきて、ほかの

り食べた最長老が「固くて食べられん」

料理も並んだ。初めはパクパク食べてい

と言う。あげくに、「歯が欠けた。旅行

たが、
やがて
「こんなに食べられへん」
と、

保険で何とかならんか」と、騒ぎ出す。

残りを僕の前に並べ始める。僕は食べ続

まあ、冗談ではあるが。

けたが、
「そんなに食べられへん」
。

「点心は添え物じゃない。メーン料理」 （ロンポウ）
、
ニラとタマゴの水ギョウザ、

（進藤郁美）

る鹹（かん）点心に分けられる。調理方

で」と控えめに話しながらも、
「白湯スー

プをベースにした僕の中国料理を食べて

←
←

古 谷

中村
呉服店

←

てしまえば、他の料理が作れないみたい

←

１つひとつ作り上げる。
「点心師と言っ

小川 中華菜房
歯科

安藤
ビル

←

たい」と、旬の野菜を取り入れる。すべ

て手作りで、客の食べるペースに合わせ、

岡町駅
線
宝塚
阪急

古谷さんは「点心にも季節感を持たせ

豊中商工
会議所会館

←

ゴールはない」と語る。

原田神社

←

広い。
やればやるほどのめり込んでいく。

交番

←

法も蒸す、焼く、ゆでる、揚げる、と幅

Ｎ

阪急岡町駅すぐ

【中華菜房・古谷】豊中市岡町南 1 － 1 － 22、矢部ビル岡町コーポ 101 ▽ランチ 11 時半～ 15 時、ディナー
17 時半～ 22 時▽水曜と月 1 回の不定休▽ 06 － 6841 － 7281

つまみ食い⑫ 大鶴蒲鉾店の玉ネギボール
豊中市・岡町商店街の桜塚ショッピン

宮崎さんは毎朝、近くの工場で下ごし

グセンター１階、
大鶴
（だいつる）
蒲鉾
（か

まぼこ）店では、店主の宮崎圭次さんが

トリ組は「ケッコー、結構、コケコッ

遍路の宿で出た肉料理をアレンジし

コー」と満足していた。ところが、合流

た。タジン鍋に軽くバターをひく。ゴボ

した和食組が「おいしかった」を連発す

ウのささがきを大量の乗せ、上に牛肉の

ると、「和食にすればよかった」とブー

切り落としを敷き詰める。
赤ワイン、
しょ

ブー言い、トリから豚へと変身した。

うゆ、砂糖を混ぜて上からかける。ふた

霊場参拝の途中、観光地に寄ると、思

をして弱火で蒸す。
タジン鍋でなくても、

い思いの行動を始める。バスに戻る時刻

蒸し焼きできれば何でも良い。
（梶川伸）

タジン鍋はそのまま食卓に出せるので便利だ

北摂麺大使⑮ 池田市・凡場
池田駅から南へ徒歩５分ほど、一見普

フェスタにも４年続けて参加。前回はエ

らえをする。イトヨリ、スケソウダラな

通の住宅のような外観の店が「凡場」だ。

スニックな「凡カレーラーメン」を出し

どの生魚に、昆布とカツオでとったダシ

夜だけ営業をする居酒屋だが、しめで食

た。改良バージョンが間もなく店頭デ

５０年以上、天ぷら（さつま揚げ）を揚

を加えて練る。防腐剤や保存料は使わな

べるラーメンが人気を集めている。

ビューする。要チェックだ。
（礒野健一）

げている。
「創業は昭和３０年ごろ。お

い。
「子どもたちにも安心して食べてほ

じさんが桜塚市場に店を開いた」
と話す。

しい」と妻の敏子さん。みじん切りのタ

１５年やっていた大阪市・天満の店をた

マネギを混ぜて揚げた玉ネギボールが人

たみ、４年前に地元に戻ってきた。バン

気で、イカ、ショウガ、チーズ、レンコン、

ドマンでもあり、「ステージで爆弾発言

ゴボウなど１２種類ほどある。池田市・

ばかりする」ことから、ボンバー中道と

石橋商店街には、いとこの古川孝明さん

も呼ばれる。店の名はそこに由来し、名

が切り盛りする店がある。 （進藤郁美）

刺にもボンバー中道と記されている。

玉ネギボールは 1
個 60 円、10 個
500 円

店 主 の 中 道 伸 介 さ ん は 池 田 市 出身。

学生時代、大阪市北区・梅田東通りの
ラーメン店で働いた。今はなくなったそ
の店の味を、自分流にアレンジしたのが
「トントロねぎラーメン」。メニュー名に
反して、あっさりした口当たりの豚骨み
そスープと、ゴマ油の香ばしさが特徴だ。
味の決め手は秘伝の調味料「凡バージャ
ン」。「旅行先で食べた鹿児島のラーメン

【大鶴蒲鉾店】豊中市中桜塚 2 － 27
－ 8 ▽ 10 時 ～ 18 時 半 ▽ 木 曜 休 ▽
06 － 6853 － 0181

が気に入って、麺（めん）はそこと同じ
ものを取り寄せている」とこだわる。
毎年１１月に開かれる池田ラーメン

【 凡 場 】 池 田 市 満 寿 美 町 9 － 3 ▽ 072 － 747 －
3777 ▽午後 5 時半～午前 2 時▽不定休

お問合わせ先

新春インタビュー 浅利市長「住み続けたい街へ」
浅利敬一郎・豊中市長に２０１２年を

「始まったばかりなので変化が出るの

TEL：06-6346-8255
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新春インタビュー 小南市長「観光案内所を設置」
小南修身・池田市長に２０１２年を振

している」
――観光客の誘致については？

振り返ってもらい、２０１３年の抱負な

はこれから。
ただ市町が採用することで、

り返ってもらい、２０１３年の抱負など

どを聞いた。

より地域の課題にあった人材を確保でき

を聞いた。

（聞き手・進藤郁美）

「池田駅からインスタントラーメン発

る。期待を持って取り組む一方、危ぐも

――小南市政が始まってちょうど１年。

明記念館へ行く途中に、観光案内所を設

ある」

昨年はどのような年でしたか？

ける工事を４月から行う。案内所から記

（聞き手・早川方子）

――昨年はどのような年でしたか？
「中核市に移行した節目の年だった。

「継続すべき施策、見直しが必要な施

念館を経由するバスを運行し、観光客を

５０年を迎えるなど、
『住み続けたいま

「大阪府の教職員志望者が減っている

策を見極めながら、かじを取る１年に

記念館から五月山へ誘導する。五月山か

ち・豊中』としての街づくりに改めて努

こと。昨年は、長い歴史の中で初めて２

なった。なかでも教育が一番大きな問

ら商店街を通って駅まで散策しながら歩

力した年となった」

次募集をした。このままでは貴重な人材

題で、（小学校と中学校の校舎などを統

いてもらえるよう整備したい」

――市内各地で「まちなかクラシック」

が他府県に流れてしまうのではないか。

合した）施設一体型の小中一貫校の設

――今年、やりたいことは？

コンサートを開催していましたね。

大阪府の政策の範ちゅうではあるが、何

置を含めた学校施設再編整備計画につ

らかの手立てが必要だと感じている」

いて一部の見直しが必要になってきた。

『ガーデンシティ池田』にしたい。この

――市として何か対策は？

小、中学校の耐震工事を優先し、それを

構想は、五月山や伏尾を築山と捉え、庭

２０１５年度中の完了を目指している」

園の中を余野川、箕面川が流れる。細河

――当初の計画はどうなりますか？

の植木や猪名川沿いに桜を植えるなど緑

また、千里ニュータウンがまち開きから

「市民のみなさんにも大変喜んでいた

だけたと思う。今後も、大阪音楽大学や

日本センチュリー交響楽団など、地域に

――どういったことですか？

「豊中市をＰＲするＤＶＤなどを作り、

「池田市をひとつの庭園に見たてた

ある組織や人材と協力しあって市民に提

連携協定を結んでいる大学などで学生に

供できる事業を展開していきたい」

アピールした。その結果、採用時の希望

「施設一体型の一貫校は、５中学校に

を重点的に整備する。環境施策や自然に

――中核市となり何か具体的に変わりま

調査では、ほぼ全ての校種・教科で募集

小学校を統括することになっているが、

かかわるものすべてをガーデンシティに

したか？

を上回る豊能地区希望者を集めることが

地域住民から小学校存続を求める声が

取り込んでいきたい。
五月山動物園は
『お

できた」

あるうえ、厳しい財政状況を考えると、

とぎの国の動物園』をテーマにしたリ

――今年の抱負をお聞かせください

「大まかに３つある。まずは公衆衛生

にからむもの。停止処分を含めてさまざ

１０年後にできるかどうかわからない状

ニューアルを考えている」

まな権限ができた。次に介護事業など福

「文化芸術センターや学校給食センター

況にある。しかし、施設一体型でなくて

――橋の耐震も考えているとか。

祉に関する分野。豊中市内には、ミニ特

の建設など、住民のみなさんの意見を取

も小中一貫教育は必要で、２０１４年

養（特別養護老人ホーム）も含めて介

り入れて着実に進めたいと思っている」

４月から今ある学校を使い、連携型の

護福祉施設がたくさんあ

一貫教育を始める。同時

る。介護事業所はマンパ

に全中学校一斉に、デリ

ワーに支えられている小

バリー方式の給食を始め

規模な事業所が多いが、

る」

それら介護事業者同士が

――すでに検討されてい

協議会を作って連携し、

る細河中学校の一体型一

市も指導などで関与して

貫校計画は？

いくことで、障害者や高

「するかしないか。財

齢者に対する多様な介護

政推計を見定めて、新年

サービスの実現に努めて

早々に結論を出し、方向

いる。あとは景観行政に

性を決める」

関すること。屋外広告物

――障害者問題も進展し

にかかる事務権限が移譲

ました。

され、バスやモノレール

「井口堂の市営花園住

のラッピング広告（車体

宅の跡地を、特別養護老

の広告）に関する市独自

人ホームにするめどが付

のルールを定めた。今後

いた。その中に親なき後

も地域の実情に合わせて

の障害者が住めるケア

取り組みを進めていきた

ホームもつくる。特養に

い」

ついても障害者が終（つ

――豊中市を含む豊能地

い）のすみかにできるよ

区３市２町に教職員の人

う、障害者優先の部屋を

事権が移譲されました。

現場にどんな変化が？

音楽、教育、空港就航都市サミットなど、昨年はソフト面の充実を図った。
「住み続けたい街づくりのため、住民のみなさんの意見を取り入れたい」

阪急ものしり帳⑮ 列車の夜
宝塚線と箕面線の運行には、計３２５

両が使われている。
通常は宝塚線が８両、

箕面線は４両で編成されている。運行が

終わった夜、列車はどこで休むのか？

３８の「留置線」が放射状に広がり、１
線が１編成のベッドの役割をはたす。
車庫に着くと、乗務員はパンタグラフ
を下げ、電源を切るなどの「納め処置」

設けたい。２０１５年４
月ごろのオープンを目指

「橋梁の長寿命化計画がある。手を加
え、橋の維持管理、修繕を進めたい」

昨年は見守りホットラインの新設や中央公民館の建て替えも着手した。
「さ
らにパワーアップした市政運営を目指す」と語る小南市長＝池田市役所で

ハーブで暮らしを楽しむ㉓
皆様は、新年に「お屠蘇（とそ）
」を

たそうですから、家にあるもので作って

お飲みになる習慣がおありでしょうか？

みてもいいですね。スパイス２～３ｇを

お屠蘇は平安時代に宮中行事としてお正

１カップのみりんや清酒に６～７時間漬

月に飲むようになったと言われます。

け込み、スパイスを取り除いてから飲み

広報部によると、駅で夜を過ごす列車

をし、雲雀丘花屋敷駅まで１５分かけて

は、
「駅止め」と呼ばれている。宝塚線

歩き、そこから帰宅する。駅には仮眠室

り、死者を蘇（よみがえ）らせる」とい

では▽豊中駅に３編成▽池田駅と雲雀丘

もある。列車の方は車内の清掃をして、

う意味があるそうで、生薬を日本酒やみ

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブの小

花屋敷に各２編成▽梅田駅、曽根駅、宝

朝を待つ。朝は乗務員がモーターや社内

りんに浸して成分を抽出したものです。

さ な 学 校 Mrs.Lavender 代 表 ▽ http://

塚駅に各１編成。箕面線は石橋駅と箕面

放送のテストをして出発する。（梶川伸）

さまざま配合されている生薬の中には桂

mrs-lavender.com/

駅に各１編成。

この「屠蘇」とは、「悪鬼を屠（ほふ）

曽根駅では午後８時台に

大茴香（だいういきょう）、
丁 子（ ち ょ う じ ） が ブ レ

朝１番の早起きは雲雀丘花

ンドされています。桂皮→

屋敷駅の列車で、午前４時

シナモン、陳皮→オレンジ

２５分に梅田駅に向けて走

ピール、大茴香→フェンネ

り出す。

ル、丁子→クローブと、ハー

ほかの列車は順次、ねぐ

ブやスパイスでおなじみの

らとしている平井車庫（宝

ものが大半。これらの効能

塚市平井７－１－１）に戻

を見てみると、風邪予防や

る。１番遅くまで働いた列

初期症状緩和、整腸などを

着き、疲れを取る。車庫は

ぜひ作ってみてくださいね。

皮（けいひ）、陳皮（ちんぴ）、

早くも“就寝”する。一方、

車は午前０時５５分に帰り

ます。
お正月が明けても重宝しますから、

平井車庫には、その日の運行を終えた車両が次々と戻ってくる

目的にしているようです。
昔は家庭でブレンドしてい

欧米にも「チンキ」という飲み物があります。ウォッカなどにハーブを
約 1 カ月漬け込み、お水などで薄めて飲みます
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お問合わせ先

自転車で住宅探訪① フィリア蛍池西町１丁目
マチゴト編集部の自称
「自転車マニア」

物は自由設計が可能で、３階は追加料金

TEL：06-6346-8255
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地域医療を聞く③ 高嶋香奈子・豊中病院副院長
市立豊中病院には「匠（たくみ）制度」

ではなく、こちらも与えていただいてい

が２児の親父目線で、豊中、池田の不動

なしで一部を１７畳ほど屋上庭園化し、

と呼ばれる独自の基礎看護技術指導があ

産物件をゆる～く探訪する。

ペントハウスを組み合わせることもでき

る。勤続８年以上のベテラン看護師「匠

豊中病院に戻った高嶋さんは、看護師

◇

る。屋上庭園に出てみると、開放感と空

ナース」が、新卒看護師と現場で行動を

のキャリアアップや職場環境の改善にも

の高さに驚いた。床もタイル張り、人工

共にすることで、技術の習得を助けるだ

力を注いでいる。現在、
看護師が望めば、

２分の「フィリア蛍池西町１丁目」を訪

芝、
自動水やりシステムつきの天然芝が、

けでなく、精神的支えにもなるという制

病院の支援を受けて大学院へ進学し、特

ねた。豊中市の絆（きずな）住宅販売の

標準プランで選べるという。

度だ。１人の匠ナースに新卒は３人ほど。

定の分野で熟練した技術と知識を有する

配属後、夜勤に入るまでの約３カ月間に

認定・専門看護師を目指すことができる。

渡って続けられる。

豊中病院の認定・専門看護師はがん、救

１回目は阪急蛍池駅から西へ自転車で

分譲地だ。５区画（残り４区画）あり、

価格は土地と建物で３４００万円がめ

広さは８１平方メートルから。
「お客さ

ど。屋上付きを購入した人は、庭でバー

んの要望にＹｅｓで答えたい」という同

ベキューやパーティーを開いているそう

「新人の教育に力を入れるのは、市立

社が、木造３階建て一部屋上付き（基本

だ。飛行機の離発着を眺めながら飲む

豊中病院の伝統なんです」と話すのは、

ビールは最高だろうなあ。 （柴田良治）

プラン４ＬＤＫ延べ１０３平方メートル

から）を客の注文に応じて建てる。
このあたりは旧家が多く、高い建物が

ほとんどない。近所を散策してみると、

ると思わなくてはいけません」
。

急、認知症など７分野に広がっている。
また、２４時間保育が可能な院内保育

副院長で看護部長の高嶋香奈子さん。匠

所も完備するなど育児支援も実施。こう

【絆住宅販売】豊中市清風荘１－５－１

制度は新卒の不安を信頼に変える効果が

した職場環境の改善に尽力するのは、看

▽０１２０－５１５－７８８▽ http://

あり、新卒看護師の離職率減少にもつな

護師の離職率を下げる効果も期待してい

www.kizuna-j.jp/

がっているという。

るからだ。看護師は女性が多いため、結

保育園や幼稚園、小、中学校が徒歩４～

高嶋さんは高校を卒業後、大阪大学医

婚や出産などで辞めてしまうケースが多

６分ほどだと分かった。自転車好きとし

療技術短期大学に入学した。看護師を目

い。高嶋さんは「それぞれ事情があるか

ては、猪名川のサイクリングコースまで

指したのは、高校３年生の時に友人か

ら強制はできない」としながらも、
「せっ

５分程度で行けるのもうれしい。大阪空

ら「看護師が足りないらしい」と話を聞

かく得た知識や技術をうもらせないで」

港や名神・中国・阪神の各高速道路への

いたからだった。「手に職もつけられる」

と訴える。「育児が一段落したら、いつ

アクセスも容易だ。

と単純な思いもあった。看護師として豊

かまた現場に戻ってほしい。うちじゃな

中病院に勤務し、結婚もした。３０歳で

くてもいい。日本のどこかで看護師でい

をかもし出していた。少し入り組んだ場

第１子を出産してしばらくたったころ、

てほしい」と願っている。 （早川方子）

所で、個人的には住民以外の車の出入り

看護専門学校の教員とし

西側の畑に柿が実り、のどかな雰囲気

がないのは安心だと思う。
モデルルームを案内してもらった。建

屋上庭園はペントハウスと芝生を組み合わせること
ができる（モデルハウスで）

5 区画のうちの 1 区画はすでに売約ずみで、建設が始まっていた

て、豊中市医療保健セン
ターへの異動が決まっ
た。子どもを産んだばか
りで大変なことを上司が
気づかっての異動だった
と、高嶋さんは思ってい
る。夜勤もなく、やりが
いのある仕事ではあった
が、１０年続けているう
ちに、どうしても現場に
戻りたくなった。
教員が嫌ではないが
「患者さんからの反応が
ない職場が辛くなった」
のだという。
「医療は人
と人とのふれあいの中に
あるもの。私はやっぱり
誰かのために働きたい」
。
現場から離れていたこと
でわかったこともある。
「看護師は患者さんに育
ててもらっている。患者
さんに“してあげる”の

市立豊中病院の全職員は 1000 人を超える。その半分以上が看護師だ。
「体
だけでなく心を支える看護を目指しています」と話す高嶋副院長

お問合わせ先

いつまでも動く体に② 寒い季節、体をほぐそう
寒い季節は自然と背中が丸まり、体全

【南谷クリニック

ネス・エムズ】豊中市岡町北１－２－４

ら遠い部位、例えばふくらはぎや足指は

▽０６－６８４１－５７２０▽ http://

冷えが強まりむくみにもつながる。それ

www.minamitani-c.or.jp/
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１月〜２月上旬の催し物ピックアップ

メディカルフィット

体が縮こまって姿勢が悪くなる。心臓か

TEL：06-6346-8255

1 9（土）

阪大生と市場新鮮素材で１日シェフ／池田市・池田中央市場

を解消するのが①のアキレスけんのスト

12 時半〜。フランス帰りの阪大生が伝える簡単料理教室。メニューは「ジャガイモのニョッキのト
マト＆豆ソースがけ」。対象は中学生以下。先着 9 人。参加費 300 円。池田中央市場 072-751-2843。

レッチだ。壁に手をついて伸ばすが、ポ

簡単！エコ・クラフト教室／池田市・エコミュージアム

イントは足の向き。左右の足を平行にそ

10 時半〜 11 時半。卵の殻の中にカラーサンドを入れたカラフルなジェル状キャンドルを作る。先着
15 人。参加費 500 円。卵の殻 5 個以上、ペットボトルのキャップ 5 個、リボン、紙コップ 1 個、持
ち帰り用の箱を持参。エコミュージアム 072-752-7711。

ろえて伸ばそう。
②は手を後ろに組み、
胸を張る動きだ。

2 0（日）

背筋を伸ばし、すくんだ首を持ち上げ

おはこ市新春おたのしみ大会／池田市・石橋商店街

る。信号待ちなど、ちょっと気付いた時

10 時ごろ〜。五月山動物園のアルパカや、
市のキャラクターふくまるが商店街をパレード
（12 時半〜）
。
記念撮影会も。石橋駅西口のサンロードには屋台も並ぶ。石橋商店会事務所 072-761-1576。

にやってみよう。前回、背中越しに手を

上下に組めるか試してもらったが、この

ストレッチで肩甲骨周りをほぐせば、で

池田自然観察会／池田市・池田駅前てるてる広場集合
足首を 45 度は曲げられるようにしたい

きるようになる。

10 時〜 12 時半。雨天中止。五月山自然観察インストラクターと猪名川の水鳥を観察する。参加費
100 円。水筒、帽子、タオル、あれば双眼鏡持参。緑のセンター 072-752-7082。

2 4（木）

③は股関節の可動域を広

親のための「おこづかい教育教室」／池田市・水月児童文化センター

げるストレッチ。手はひざ

10 時〜。家庭でのおこづかい教育の秘訣を学び、子どもたちの生きる力を高める。小学生以下の保
護者対象。先着 10 人。申し込みが必要。水月児童文化センター 072-761-9233。

とくるぶしに添え、背筋は

2 7（日）

伸ばしたまま腰を曲げる。

子育てしてみませんか？〜里親シンポジウム＆相談会／豊中市立ルシオーレホール（蛍池駅隣接）

前回試した、足をそろえた

午前 10 時〜 12 時。里親と児童養護施設経験者による体験発表と、
里親制度に関する個別相談会。無料。
事前申し込み不要（保育が必要な場合のみ事前申し込み要）。大阪府池田子ども家庭センター 072751-2858。

まま座る動きができなかっ

た人は取り組んでみよう。

2 9（火）

「いずれも漫然とやるの

ではなく、体のどの部位が

sae展覧会「12まいのねこ」
（〜2月9日）／池田市・カフェヨーイ
（井口堂3-2-13）

伸びているか意識しながら

11 時半〜 18 時。日曜、月曜定休。池田市在住のアーティスト sae さんが猫の
動きや表情を描いた作品を展示。sae さんは「ペン画を切り替えて、和紙に墨
と筆でエッチング様にしています」とコメント。カフェヨーイ 072-747-9000。

やるのが大事」という。
（礒野健一）

②は肩甲骨を背骨に寄せるように意識しながら伸ばす。③は膝や股関節
が痛い人は無理のない範囲で

１１日から池田駅周辺で猪料理キャンペーン
池田を舞台にした古典落語「池田の

時からは、池田駅前てるてる広場に６店

あたまとからだの体操講座（3月5日まで）／豊中市・中部保険センター（すこやかプラザ内）

猪（しし）買い」にちなみ、池田駅周辺

舗が集まり、猪料理のナンバー１を決定

の１２店舗が猪肉を使ったオリジナルメ

する「猪－１グランプリ」も行われる。

13 時半〜 15 時半。1 月 29 日〜 3 月 5 日までの火曜日（全 6 回）。認知機能、運動機能を高めるため
の介護予防実践講座。65 歳以上の人が対象。定員 20 人。要申込み、先着順。中部保険センター 066858-2879。

ニューを提供するキャンペーン「
『池田

問い合わせは、いけだサンシー０７２

の猪買い』はじめました～」が、１月

－７５１－５５９１。

（礒野健一）

１１日から２月２８日まで行われる。

2 月 2（土）

冬の野鳥観察会／豊中市・服部緑地東中央広場
9 時半〜 12 時。服部緑地東中央広場に集合。小雨決行。1 月 31 日にまでにとよなか市民環境会議アジェ
ンダ 21 事務局まで申し込み。定員 30 人、先着順。アジェンダ 21 事務局 06-6863-8792。

池田駅周辺では、落語にちなんだ街お

5（火）

こし「おたなＫＡＩＷＡＩ」プロジェク

トが行われており、このキャンペーンも

こどものアレルギー講演会／豊中市・中部保険センター（すこやかプラザ内）

その一環。メニューは猪焼きうどん、猪

14 時〜 16 時。小児科アレルギー専門医による「よく分かる、こどものアレルギー」
。定員 50 人。要
申込み、先着順。中部保険センター 06-6858-2804。

のカブラ蒸し、猪ベーコン、猪団子スー

1 6（土）

プなど、アイデアと工夫に満ちたものば

とよなか障害者就労支援フェア／豊中市役所第2庁舎ロビー

かりだ。期間中は１２店舗の猪メニュー

10 時〜 15 時半。障害者の雇用就労に関わる相談機関が相談を受け付け、市内の活動系施設や事業所
を紹介する。豊中市障害福祉課 06-6858-2228。

を食べ歩くグルメスタンプラリーも行わ

れ、全店制覇すると２０００円分の食事

券がもらえる。
キャンペーンに先がけ、１０日午後３

丸一食堂（城南 3）で提供される、酢豚ならぬ「酢猪」
は、池田の酒・呉春で下味を付けた一品

ブライダル豊中 理想と現実のバランスを
「親から始める婚活」で知られる結婚

のも選択の１つでは」と話している。

相談所「ブライダル豊中」のカウンセ

ブライダル豊中は１月２０日、豊中商

ラー、後藤美千代さんに婚活のアドバイ

工会議所で無料相談会を開く。要予約。

スを聞いた。

電話０６－６３３３－０２９９へ。

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。

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

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。

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。

「カウンセラーは、会員さまの理想像

を聞き、年齢や家族構成、収入などで釣

り合いの取れた人をご紹介します。でも

やはり重要なのは内面であり人柄です」
ブライダル豊中には会員が自分で見合

数学／学力不足〜難問解答まで
数学家庭教師／小中高生〜大人迄
月 4 回 1 万円／当方豊中高・京大工卒
☎ 06-6843-2027 福島

い相手を探す検索システムもあるが、後

藤さんによると「カウンセラーからの紹

介の方が成婚率がずっと高い」のだとい

う。検索では相手の見た目で判断しがち

で、結婚相手として重要な性格や人柄が

見えないためだ。後藤さんは「結婚相手

は一生の付き合い。容姿の好みと違って

も、実際に会うことで人柄にひかれるの

はよくある」と話し、「夢を持ちつつ、

現実とのバランスを考えてお相手を探し

てほしい」とアドバイスする。そして、

結婚に悩む子を持つ親には「親子だから

こそ言えないこともある。相談所に行く

カウンセリングでは、相談者に心を開いてもらうよ
う努めているという後藤さん

外国人講師の英会話 曽根―岡町
今年こそ始めてみませんか？
安心の月謝制、楽しく丁寧な指導
少人数グループ、プライベートレッスン
お友達ご家族と一緒にセミプライベート
英検、TOEIC 対策のレッスン有
毎週火水金日曜日 大人、学生、子供
マンツーマンの無料体験 随時受付！
「イングリッシュホーム 曽根」で検索
06-6854-4040 afc328@hotmail.co.jp

ポスティング・PRスタッフを大募集
豊中市と池田市に配布するマチゴトのポ
スティングスタッフや毎日新聞のＰＲス
タッフを募集しています。未経験の方で
もすぐにできる簡単なお仕事です。家事
の合間にいかがですか？ 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、毎日新聞北豊中店：０６−
６８５３−３９６６まで（１０〜１９時）

マチゴトはFacebookでも閲覧できるよ

いいね！
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お問合わせ先

ばしいことです。
大賞の句は、風あれば風

の吹くままに、風が止めば

小休止という、風鈴に託し

イラスト・佐藤星河

松崎さん（左）と田中螢柳さん。「まさか私にという思い。これからも
大賞を心の糧に、マチゴト川柳にチャレンジします」

わが子に伝えたい食卓⑨ パラパラふりかけ
白いご飯にかけるだけで、子どもの食

ライター兼調理師。化学調味料を使わ

欲が増すママの心強い味方、ふりかけ。

ない、体に優しい家庭料理が得意。英

おかずが寂しいときにも便利ですよね。

語と食のサークル“ｈｕｇ！”を共催。

市販品もいいのですが、私は家庭の食卓

http://ameblo.jp/communication-hug/

では、化学調味料や添加物のない素材の

田中螢柳選

ん充実して参りました。喜

題﹁鍋﹂﹁素顔﹂

も増え、句の内容もたいへ

マチゴト川柳

は、１年余りを経て投句者

◇秀句◇正直になれそう素顔になった日は︵中谷敦子︶

けられた「マチゴト川柳」

悪ぶって素顔を見せぬ反抗期︵和田良子︶

２０１１年１２月から設

◇佳句◇鍋底もバブルも肌で知っている︵有田晴子︶

【選者の田中螢柳さん総評】

素顔です母の遺伝子誉れです︵安本重子︶

ひと言のごめんが言えず

淋しい日（安本重子）

◇入選◇父さんが俄然張り切る鍋料理︵高岡幸雄︶

「マチゴト川柳」選者を務める。

部さと子）

鍋かこみ夫婦げんかも仲直り︵長谷和子︶

◇佳作◇仲直りしてから絆太くなる（辻

これからは心も素顔で生きたいわ︵滝沢なお子︶

川柳本社幹事同人。マチゴト３３号から

（松崎令子）

すっぴんで本音吐き合う旅の宿︵日下佐代︶

【田中螢柳さん】豊中川柳会会長。番傘

料理下手の主婦を助ける鍋料理︵佐々木綾子︶

◇大賞◇風鈴の如く生きたしあるがまま

ふた駅でばっちりメイクただ見とれ︵奥村しずえ︶

お寄せください。

令子さんの句が選ばれた。

素っぴんになると本音が顔を出す︵有田一央︶

あたたかく、時には辛辣に詠んだ作品を

大阪の素顔が見える西成区︵山藤聖︶

み。今年も人間を、世相をユーモラスに

は、第４３号（９月１３日発行）の松崎

鍋釜をうまく磨けて主夫となる︵吉川勇︶

大賞」を設置した。２０１２年の大賞に

スポーツの汗すっぴんが美しい︵佐々木弘子︶

佳作２句は、微妙な人間関係を詠んで巧

外は雪隣ににゃんこ一人鍋︵安藤圭子︶

なふうに生きたいものだが、現実は…。

ら、最も優れた句に贈る「マチゴト川柳

マチゴト川柳の次回の題は﹁待つ﹂﹁会釈﹂です︒はがきに住所︑氏名︑電話番号

柳」で、１年間に掲載された川柳の中か

を 記 入 し︑〒５ ３ ０ ー ８ ２ ５ １ 大 阪 市 北 区 梅 田 ３ ー ４ ー ５ 毎 日 新 聞 ロ ー カ ル

た人間の生き方を詠んだ秀吟。人もこん

﹁マ チ ゴ ト 川 柳 係﹂へ お 送 り 下 さ い︒締 め 切 り は ２ 月 ５ 日︵必 着︶︒１ 題 ２ 句 ま で

マチゴトは人気コーナー「マチゴト川

投句可︒

マチゴト川柳年間大賞 松崎令子さんに
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TEL：06-6346-8255

マチゴトプレゼント特集！
マチゴトは１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、〒５
３０−８２５１ 大阪市北区梅田３−４−５ 毎日新聞ローカルへお送りください。
締め切りは２月３日（消印有効）
。応募は、はがき１枚に１点。

味でわが子の味覚を育てたいと考えてい

５人

ます。遠火であぶり細かくちぎった焼き

ノリや炒りゴマ、無着色の桜エビなど、

鹿児島の「黒豚しゃぶしゃぶセット」

阪急阪神ホールディングスは、
「わっぜか鹿児

常備している乾物を直接、
お茶碗（わん）

の上にパラパラとのせます。味付けは少

島キャンペーン」
記念として、
「黒豚しゃぶしゃ

しのしょうゆとコクのゴマ油。時には、

ぶセット」
を５人にプレゼント。
商品名は
「黒豚

焼きサケをほぐしたものや炒り玉子、大

しゃぶしゃぶ」
。

人はワサビや大葉などをトッピングする

セットはロース２００グラム×２、
バラ３０

ことも。梅干しの時期には、一緒に漬け

０グラムに、
ポン酢たれとゴマだれ
（写真はイメージ）
。
キャンペーンは阪

たシソを天日乾燥させて、ふりかけたり

急、
阪神グループが鹿児島とタイアップし１月７日から３月１５日まで、
グ

もします。時間があれば、乾物をすり鉢

ループ内のデパートやホテルなどで鹿児島にちなむ商品を販売する。

ですり、塩味をつけて密閉容器に入れて

おくと、市販品のようにすぐ使えて便利

５人

ですよ。朝ご飯のとき、娘が「ママ、パ

ラパラして」と言えば、我が家ではこの

ふりかけの登場です。

【烏帽子真理さん】池田市在住のフード

７面で紹介している富山県上市町のご当地カ
ノリは食物繊維やたんぱく質、ビタミン、ミネラル
が豊富。味付けより焼きノリを使用してください

で、誰も声をかけてくれない。そんな毎

日がいやでいやで仕方なかったんだ。
でもそんなとき、お母さんに相談した

ら、気持ちが軽くなったんだ。
何度もお母さんにぶつかって、何度も

レー
「キトハーブ薬膳カレー」
を５人にプレゼン
ト。
商品名は
「上市町」
。
上市の特産物・サトイモと、
町内の
「穴の谷
（あ

お母さんへ
６年生のとき、私は一人でした。教室

富山県上市町の「キトハーブ薬膳カレー」

なんたん）
の霊水」
（環境省選定・名水百選）
を使
用。
化学調味料、
動物性油脂は使用せず、
５０種類

また、きっと頑張れる。
いつもは素直に言えないけど、言うね。
世界でたった一人の大切なお母さん。
「あ
りがとう」
。
＝第十六中学校１年

窪内絢菜さん

（豊中「伝えよう！いのちのつながり」

のスパイスとハーブを配合して健康志向でまとめた。
10組

20 人

逸翁美術館早春展「漆の美 黒と金の世界」招待券

１月１２日から３月３日まで開催される逸翁美術

泣いて、でも、お母さんがいてくれたか

第４回＝２０１２年度＝作品から）

館早春展
「漆
（うるし）
の美 黒と金の世界」
の招待券を

ら、どんなにいやでも、どんなにつらく

◇訂正◇前号の記事で、誤りがありまし

１０組２０人プレゼント。
商品名は
「漆の美」
。

ても、毎日学校に行くことが出来たんだ

た。正しくは、第４回豊中「伝えよう！

日本人の暮らしに縁の深い漆の中で、
黒に塗られた

よ。

いのちのつながり」作文コンクールのモ

り、
蒔
（まき）
絵を施した作品を中心に展示。
一般１０

ラロジー研究所賞は、東豊台小学校４年、

００円、
大学・高校生６００円、
中学生以下無料。
月曜

亀井樹さん、でした。

休館
（祝日は開館し、
翌火曜休館）
。
逸翁美術館０７２−７５１−３８６５。

また、つらい思いをするかもしれない。

だけど、お母さんがはがましてくれたら、

５組

10 人

木津川計の一人語り劇場「父帰る」招待券

２月１１日
（祝）
午後２時から池田市民文化会館アゼリア
小ホールで開かれる、
木津川計の一人語り劇場の招待券を
ペア５組にプレゼント。
商品名は
「一人語り」
。
今回は菊池寛の代表作
「父帰る」
を木津川節で語る。
前売
り１０００円▽当日１５００円。
問い合わせは池田市民文
化会館０７２−７６１−８８１１。

