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疑問を聞く⑧池田の緑視率
心地よく感じるのは２５％

路
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上を歩いている時に、視界に入
る緑の割合を緑視率という。池

田市は緑豊かな街づくりに役立てよう
と２０１０年９月、国の緊急雇用事業
を活用し、市内の緑の量を調査した。
交差点を中心に市内２００カ所を選
び、７００枚の写真を撮影した。子ど
もの目線に合わせて地上１メートルの
高さで撮影し、道路の中心線が撮影画
面の中心になるようにした。
１枚の写真を横４８×縦３６の
１７２８マスに分割し、マス全体に緑
が写っている場合は１マス、１部に
写っていれば０．５マスとして、画面
全体のパーセントを出した。木の幹や
軒先のプランターに植えてある植物も
含めるが、道路標識などいつもある固
定物の後ろにある緑は換算しない。
その結果、市全体の平均緑視率は
１７．８％だった。率が高いのは伏尾
町の国道４２３号沿い４５．１％、低
いのは栄町の池田駅前０．
１％だった。
小学校区別の平均は、池田１３．４％
▽細河２１．
３％▽秦野１４．
６％▽北
豊島１５．
８％▽呉服１３．
６％▽石橋
１７．６％▽五月丘３３．７％▽石橋
南１８．０％▽緑丘２０．０％▽神田
１１．
２％▽伏尾台２１．
９％。
五月山が写っている場所は、写っ
ていない所と比べ緑量は５．４ポイン
ト多くなっている。一般に心地よい
とされるのは２５％ぐらいといわれ、
２５．９％の五月丘交差点＝写真上＝
が当てはまる。同じ場所で２０１３年
２月に撮影すると、茂っていた緑は冬
枯れしている。冬の緑視率はどのぐら
いになるのだろうか？

写真上は緑視率
25.9 ％ の 五 月 丘 交
差点（2010 年 9 月
調査時）。写真下は
2013 年 2 月に撮影

緑量は２０１０年以降、小学校の環
境学習の一環として、５年計画で追跡
調査を進めている。

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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石橋発の馬車「出してたのは親父」 谷田伊平さん
池 田 市畑３に 住 む 谷 田 伊 平さんは、

１９２１（大正１０）年生まれで、今年

で９２歳を迎える。池田の昔のことに詳

ると話す。
「そのくせ最近のことは出て
こないんやけどな」と屈託ない。
谷田さんは、そうした昔のことをまと

しい人がいないかと探していたところ、

めた本も出している。２０１２年１０月

池田畑郵便局の坂田博局長に「面白い人

には、
「栄町今昔物語」と題し、昭和初

がいるよ」と紹介してもらった。訪れて

期の池田の中心部について、自身の思い

話を聞いていると、とてもそんな年齢と

出をつづった冊子を出した。「１杯５銭

は思えないほど元気な人だった。

のうどんを食べて、その味を口に残しな

まず尋ねたのは、
「昔、畑地区には梅

林広がっていた」という話についてだ。

がら兄貴の手を握って家へ帰ったのを思
い出すなあ」

今は水月公園に梅林があるが、それとは

多趣味な谷田さんは、絵もたしなんで

別に梅の花が咲き誇っていたという。谷

いるが、その描き方は独特だ。
「これを

田さんは「そうやで」とうなずき、子ど

使うねん」と言って、何の変哲もない綿

ものころの様子を話してくれた。

棒を取り出した。
「それは、絵のタッチ

「小学生のころだから、昭和の始めか。

が柔らかくなるといった効果を狙っての

阪急沿線でも有数の名所で、大阪からた

ことですか？」と聞くと、ニヤッと笑っ

くさん見物に来ていた」という。今は当

て首を振った。
「いや、人と同じことし

時から残る梅は数少ないが、名残は意外

ても、おもろないやんか」。同じ理由で、

なところにあった。
「秦野小学校の校章

文字は割りばしを使って書く。

は梅の印やで。今の子らは、そんな畑の

谷田さんの元気の源は、好奇心の強さ

歴史を知ってるんかな」
と遠い目をした。

だ。自宅敷地内にある専用のアトリエに

さらに重ねた質問は、その梅林見物の

は、ところ狭しと資料が積まれていた。

ため、石橋から馬車が出ていたことにつ

（礒野健一）

いてだ。谷田さんは「そ

れ、うちの親父のことや」

とはにかんだ。「親父と、

その友だちとで、見物客

相手に茶店をやろうとい

う話になって、自分らで

小屋を建てたんや。馬車

の馬は、友だちが農耕馬

として使ってたものを、

その時だけ代用した」と

説明する。
また、馬車は今のバス

のように、定期的に走っ

ていたわけではないらし

い。「いわゆる上客の時

だけ馬車が出る。バスは

バスでも、旅館の送迎バ

スの方やな。普通のお客

さんは、私らのような子

どもが旗を持って石橋ま

で迎えに行き、歩いて案

内してたんや」
。そのこ

ろのことは、昨日のこと

のように鮮明に思い出せ

谷田さんは五月山早朝登山会を作り、2005 年 4 月に 5000 回を迎えたと
ころで引退した。「すっぱり。それ以降は 1 度たりとも登ってないよ」

阪急ものしり⑯ 平井車庫
阪急宝塚線を走る車両の本拠地となる

のは、宝塚市平井７－１－１の平井車庫

だ。ここは定期的に車両検査をする列車

の病院でもある。

が１日かけて行う人間ドックのようなも
の。

空港・就航都市の街から⑧ 福岡県
福岡空港は福岡市博多区にある。中心
市街地から至近距離にあり、非常に便利

を市内１００カ所以上に展示する。白壁

状態機能検査は、ピットと呼ばれる溝

な空港だ。地下鉄を利用すれば、空港駅

の残る古い街並みに映え、多くの観光客

の上に列車を止めて行う。車両の床下に

から博多駅まで６分ほどで到着する。東

の目を楽しませている。

車庫は６万６０００平方メートルと広

はボックスがいくつもあり、さまざまな

アジア諸国に近いことから、中国、韓国、

く、約５０人が作業にあたる。列車の運

装置が収められている。検査員はカバー

台湾などからの外国人観光客も多い。

行はＰＴＣ（プログラミング・トラフィッ

を開け、
ブレーキなら圧力の変化を見て、

ク・コントロール）で行い、複雑な線路

空気の漏れを調べる。モーターも電圧を

気なのは県内各地で盛大に開かれるひな

の分岐点のポイントが自動的に変わる。

かけて、
異常の有無を見極める。
（梶川伸）

祭りのイベントだ。古い城下町の風景が

検査には２種類ある。１

残る柳川市では、市内各所で「さげもん」
と呼ばれる独特の飾りであふれる。さげ

検査から「１０日を限度と

もんとは、手まりや鳥、匂い袋などの小

してそれ以内」に行う。人

物が吊るされたもの。４月３日の「流し

間なら定期健康診断のよう

びな祭り」まで続く。うきは市吉井町で

な も の。 ３ 人 １ 組 が １ 編

は、「おひなさまめぐり」。この地方独特

成を受け持ち、扉の開閉、

の羽子板人形のような「おきあげ」など

モーター、ブレーキなどの

を見ることができる。飯塚市では４月１

チェックをする。もう１つ

日まで、旧伊藤伝右衛門邸で２０畳の大

は「状態機能検査」と呼ば

広間を人形でいっぱいにし「京の花見」

れ、
「３カ月を限度として

を再現するなどして春の節句を盛り上げ

る。１編成を１０～１５人

（早川方子）

これからの季節、国内外の観光客に人

つは「列車検査」で、前回

それ以内」と決められてい

りまつり」
と題し、
箱に収まった
「箱びな」

車両の床下のボックスを開けて点検する検査員

る。九州１の人形づくりの町である八女
市では、「雛（ひな）の里・八女ぼんぼ

ひな人形と「さげもん」＝柳川市提供

お問合わせ先

わが家の宝もの

わが家の宝もの
惣治朗君は、人見

【みんなでぬくぬく】

（ ３ 歳 ）と弟

知りしない明るい

末っ子は毎晩遅く大学から帰宅します

の正誉君（７

性格です。お母さ

が、お気に入りのテレビ番組は見ます。

カ 月 ） で す。

んいわく「大ざっ

その時には、私の布団にもぐりこんでご

正晴君は弟が

ぱな性格でもあり

鑑賞。私が眠るころには、布団はほかほ

大好きでよく

ます」
。お気に入

かです。この作品は、ハリネズミの家と

一緒に遊んで

りは自転車に乗る

リスの家でストーブが故障します。２匹

あげているそうです。お母さんも「お兄

時にかぶる赤いヘ

は体を寄せ合って、眠ることにしますが、

ちゃんは、赤ちゃんがえりもしなかった。

ル メ ッ ト。 で も、

ハリネズミのとげが痛くて、リスは眠れ

よかった」と安心していました。ずっと

いつも決まって前後逆にかぶります。大

ません。そこで、２匹はアンゴラうさぎ

仲良しの兄弟でいてくださいね。

ざっぱだから間違えているのではなく、

の家へ。うさぎを真ん中に３匹は眠りま

逆にかぶるのは好きなようです。

す。うさぎは、なぜハリネズミのとげが

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⑲

兄の 正 晴 君

わが家の宝もの

TEL：06-6346-8255

痛くないかは、読んでのお楽しみ。動物

の名前も魅力です。
（絵本を楽しむ会・Ｍ）

「みんなでぬくぬく」文：エルザ・ドヴェルノア 絵：
ミシェル・ゲー 訳：末松氷海子（童話館出版）

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編㉙
【てぶくろ】

に言わなくてもいいのに。この作品は散

５カ 月 の 樂

穂夏
（ほのか）

（がく）君は、

ちゃんは、恥

娘が小学４年生の冬でした。娘の部屋

歩の途中で、おじいさんが落とした手袋

最近離乳食を

ずかしがり屋

を掃除していたら、不器用ながらも、破

に、色々な動物たちがきゅうきゅう詰め

始 め ま し た。

さんな女の

れた人差し指を刺しゅう糸で、繕ってあ

に入って、立派な家になるお話です。ほ

でもミルクの

子。優しいお

る毛糸の手袋が出てきました。それは、

ら、手袋が大きくなることもあるやんか

方が好きなの

兄ちゃんがい

２年前の冬から大事に使っていた娘のお

あ～。

で、離乳食は

て、いつも一

気に入りの赤い手袋です。毛糸の手袋な

なかなか食べないのだそうです。明るい

緒に遊んでくれるそうです。ピンク色の

のに、刺しゅう糸で繕ってあることに苦

性格で、よく笑います。いつも周囲の人

ほっぺたがピカピカしていて、笑顔が印

笑しました。でも、よくよく考えてみれ

をなごませています。

象的でした。

ば、裁縫の苦手な私には頼むことなく、

（絵本を楽しむ会・Ｍ）

破れても自分で繕って使おうとしている
娘に感心しました。それを家族に話す
と、夫が「母さんに頼んでいたら、いつ

わが家の宝もの

わが家の宝もの

出来上がるかわからないもんなあ。その
間に、なっちゃんの手が大きくなって、

一希君は２歳。４

真央 ち ゃ ん は、

手袋が使えなくなるわ」と。すると、娘

歳のお兄ちゃんが

おっとりマイペー

が「母さんには無理やから」と。そんな

大好きで、いつも

ス な 女 の 子 で す。

一緒に遊んでいま

いつも機嫌がいい

す。女の子のよう

ので、お母さんは

に優しい顔立ちで

大 助 か り。 最 近、

すが、実はかなり

歯が上下に３本ず

４月からの育休復帰が不安、というマ

の わ ん ぱ く 坊 主。

つ計６本生えまし

マも多いのではないでしょうか。私も上

子どもが産まれても仕事を続けてきた

お兄ちゃんとどん

た。かわいい歯を

の子の育休復帰前は、仕事と子育ての両

パパにとっては、ママの育休復帰で自分

な遊びをしているのかな？

みたいけど、恥ずかしいのか口をギュッ

立や、子どもが保育園に慣れるかなど不

の働き方も変わるなんてイメージできな

と閉じています。

安だらけでした。

いもの。でも、共働きで子育てするなら

「てぶくろ（ウクラナ民話）
」絵：エウゲーニー・M・
ラチョフ 訳：内田莉莎子（福音館書店）

夫婦で楽しむＷの子育て(28)
◆育休復帰前にしておきたいこと

中でも気になったのが、「子どもが熱

７中学水泳部 清掃を条件に温水プールで練習

が、それをママだけでどうにかしようと
せず、パパも一緒に考えましょう。

ば、パパの意識チェンジが絶対必要。仕

を出した時どうしよう」ということ。会

事を休んでしまう場合でも、
午前はパパ、

社についてすぐ「○○くん、熱があるの

午後はママなど、色んなパターンを想定

でお迎えお願いします」と恐怖の電話が

してみてください。

豊中市内７中学校の水泳部員約１００

と話していた。豊島温水プールでの練習

かかってきて泣きそうになったこともあ

人が、２０１１年１１月から毎週土、日

は５月まで続けられ、早ければゴールデ

りました。

曜日、豊島温水プール（豊中市服部西町

ンウィーク明けに、各学校の屋外プール

５）
で合同早朝練習をしている。
冬にプー

での練習に切り替える。

【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住の
ライター・コピーライター。４歳と１歳

そこで１つご提案です。育休復帰する

児の母。桂幹人さんとの共著に
「だから、

前に、子どもが病気の時にどうするかを

あんたは不幸やねん～見方を変えれば、

ルが使えない生徒たちのために、豊島温

夫婦で話し合ってください。祖父母に頼

人生は逆転する」
（日中言語文化出版社）

水プールが営業前のプール清掃を条件に

む、病児保育、ベビーシッター……。複

がある。http://ameblo.jp/mamawriter/

無料で貸し出している。生徒らは朝６時

数の預け先を確保することが大切です

（早川方子）

５０分に集まり、７時から約２０分間の

椹さんと堀内さんが育休復帰セミナー

清掃の後、午前９時まで、温水プールで

思い切り泳ぐことが可能になった。
水泳部にとって、プールを使用できな

本紙で育児のコラムを連載しているラ

い冬季の練習は悩みの種だった。走り込

イターの椹（さわらぎ）寛子さんと、豊

れる。会費は１人２０００円。子連れ可。

みや筋力トレーニングなどで体力を維持

中市在住のヨガ・インストラクターで一

要予約。定員は女性２０人。参加希望者

し、たまに有料で市内のプールを使って

大勢で取り組むので掃除も早い＝豊島温水プール提
供

り、お茶とマクロビスイーツがふるまわ

級建築士の堀内友里さんが２月２６日、

はメール（frauyoga2011@gmail.com）で

いたが、一般客への遠慮も

北桜塚会館（豊中市北桜塚３）で育休復

申し込みを。

あって、思い切り泳ぐこと

帰セミナー「仕事と育児、どうやって両

は難しい。第十六中学校の

立できるの？

～保育園デビューの不安

水泳部顧問、大町薫教諭は

解消と両立のコツ～」を開く。育休中や

「水に入るのと入らないと

いつか仕事をしたいと考えているお母さ

では成績が全然違う」とい

んらを対象に、職場でのコミュニケー

う。週末だけでもプールに

ションのポイントや保育園事情などにつ

入ることによって部員のや

いて具体的にアドバイスする。椹さんと

る気も出て、全体の成績も

堀内さんは「仕事と育児の両立が少しで

伸びてきた。第十二中学校

もイメージしやすくできるような時間に

水泳部の主将、藤井達也君

したい」と参加を呼び掛けている。

（２年）は「１００メート

ルで２～３秒、早くなった」

合同練習によって他校との交流もできるようになった

（早川方子）

セミナーは１４時半～１５時半の１時
間。１５時半～１６時半は交流会とな

椹さんと堀内さん（右）。「職場復帰後の不安を解消
し、前向きになるための講座です」
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お問合わせ先

阪大の先生⑰ス・チンフさん 自然に国境はない
大阪大学グローバルコラボレーショ

ンセンターのス・チンフ特任准教授は、

TEL：06-6346-8255
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83.7MHz ＦＭ千里の声㉘米田正さん

だが、長くなるので割愛し、研究内容を

◆「嬉しくなる介護」偶数週木曜日１８

ニティＦＭ千里木曜午前１１時から、マ

紹介しよう。

時～１８時半担当

チゴトの記事を紹介する「まるごと・マ

モンゴルの遊牧民族出身だ。
「生まれた

内モンゴルにトナカイを飼って暮らす

介護を本職とする米田さんだが、名刺

のは中国の内モンゴルなので、国籍は

少数民族がいる。自然と調和を保って生

の肩書きは「生活芸術家」とある。「勝

そ っ ち。 漢字で は 思 沁 夫 と 書きます」

きる彼らだが、文明化による社会制度の

手に作った言葉なんですけど、いいか

と、自己紹介してくれた。大阪大学には

変化や、地球規模の環境変化によって、

なって。介護は仕事であり、その技術を

２００７年に着任したが、それまでの人

これまでと同じ生活ができなくなってい

提供する側面もありますが、人の生活を

生は波瀾万丈（はらんばんじょう）だ。

る。
「これは世界で起きている問題と同

サポートして豊かにするお手伝いをする

父親は市の行政官、母親は旧満州時代

じ。自然と人間が共にある生き方を見出

という意味で、芸術に通じるものもある

に日本語学校で働き、戦後は市の教育委

さねばならないが、自然を分析し、人間

と思うんです」と話す。

員会でモンゴル語の小学校をつくるな

に有用なものだけを取り出す西洋的な考

１８年間、介護の仕事に携わって感じ

ど、活躍していた。恵まれた環境にいた

え方に、私は違和感を覚える。自然と人

たことを、番組では紹介する。
「誰かが

スさんの運命が一変したのは、文化大革

間は一体という東洋的な見方こそ必要」

我慢しているのは介護じゃない。介護は

命だ。両親ともに投獄され、育てる人が

と話す。具体的には中国の巨大ダム建設

奉仕じゃないんです。相互に『良かった

いないスさんは、遊牧生活をする祖父母

や、少数民族が住む地域での大プロジェ

な』と思える関係が介護」というのが持

のもとへ送られる。
「そこでは『馬の上

クトについて、文化人類学的、環境的側

論だ。

の学校』という、青空教室みたいなもの

面から研究し、反対運動もしている。

チゴト」放送中

「小さなお願いをされたり、約束をし

があるのですが、私は両親が捕まってい

「自然に国境はない。中国の大気汚染

た時、若いころは『また今度ね』と流し

たので行けなかった。だから日本の小学

など、１地域の問題が人類の問題にもな

てしまう。でも、お年寄りにはその『今度』

生にあたる期間、全く勉強ができなかっ

る。今はネットで世界が簡単につながれ

がたまらなく遠い。だからすぐにかなえ

た。文字すら読めず書けず、です」と話

るのだから、皆で知恵を出し合って解決

てあげる、守ってあげることが大事なん

す。父親は文化大革命の中で殺され、母

しないとね」と穏やかに、しかし力強く

です」と力説する。（礒野健一）＝コミュ

親は１０年後にようやく釈放された。

語った。

「介護について、若いうちから親しみを持ってもら
いたい。そんなイベントもやってみたいですね」

（礒野健一）

子育てママ応援イベント ３月８日開催

その後は勉強によらず

生活するため、母のつて

で芸術大学に入って民族

子育てママを中心に女性を応援するイ

には、キャリアや趣味など眠っている能

舞踊を学ぶが、卒業直前

ベント「北摂発！Ｓｗｅｅｔｓ＆Ｗｏｍ

力がたくさんある。主婦の社会復帰の

に結核を患い、その方面

ｅｎフェスタ」が３月８日午前１０時か

きっかけを作りたい」と会社をつくった

への就職がかなわなかっ

ら午後４時まで、阪急豊中駅前のホテル

という。
「今回のイベントは趣味を生か

た。地元に戻って市の図

アイボリー・オーキッドホールで開かれ

した主婦のデモンストレーションの場。

書館に勤めると、閉館後

る。主催は豊中市地域雇用創造協議会で、

ママのパワーを感じてほしい。子ども連

に本を読みあさって独学

地元企業ディーラリエやＮＰＯ法人など

れの参加も大歓迎」と話す。入場無料。

で数学や国語を学び、全

が協力して開催する。

問い合わせは豊中市地域雇用創造協議会

く学校に通わないまま北

会場ではムッシュマキノ、うっふぷり

京大学法学部に入学。文

ん、照月堂など豊中おやつ

革後初の司法試験で一発

宣言加盟店のスイーツの試

合格し、弁護士となった。

食、実演販売のほか、マッ

しかし、法律がまるで通

サージやヘッドスパ、ネイ

じない中国社会に失望。

ル な ど の「 き れ い 」 が 体

日本で法律を学ぶため金

験 で き る コ ー ナ ー、 手 作

沢大学へ留学した。

り雑貨販売、フラダンスや

ここまででも映画の主

ベリーダンスのステージ

人公並みの人生だが、で

ショーなどがある。

は今は法律を研究してい

主婦の社会参加をサポー

るのかと言えば、違う。

文化人類学と環境問題

だ。その過程も面白いの

０６－６３９８－７７１９。
（進藤郁美）

トするディーラリエ代表の
趣味は絵を描くことで、腕前はプロ並み。さらに金沢大時代に中華料理店
で働いていた時に調理師免許も取得するなど、マルチな才能を見せる

少年野球⑦ 原田少年野球部

岩見尚見さんは「結婚や出
産などで家庭に入った主婦

「スイーツやきれいと癒しがいっぱい詰まったイベントになる」と話す
ディーラリエ代表の岩見尚見さん（左）と、広報担当の田村典子さん

自然で遊ぼう⑰ 動物の足跡を追え！

原田少年野球部は豊中市立原田小学校

絵理さんは「息子が頑張っている姿を見

五月山には縦横無尽に獣道がありま

を拠点とし、毎週末に学校のグラウンド

たら野球が大好きになった。今は喜んで

す。あると知らなければ気付かないかも

【木村太郎さん】株式会社ＥＧＧＳ代表。

で練習をしている。団員は約４０人。代

サポートさせてもらっています」とニッ

しれませんが、実はクモの巣状にいっぱ

さつきやま森の幼稚園園長。
池田市在住。

表の宮本一秋さんを筆頭に、監督３人、

コリ。稲畑勝巳君（６年）と誠己君（１

いあるのです。五月山公園周辺でも冬の

五月山での様々な自然体験などを提供。

コーチ１５人が子どもたちの練習の指導

年）の母、純子さんも「息子がやってい

間は、そこを通る動物たちの足跡を見か

を引き受けている。

ると練習も楽しい。もはや生きがい」と

けることができます。その代表格がイノ

原田少年野球部は、豊中豊友少年軟式

声援を送っていた。チームは現在、平野

シシ。今年は昨年の冬に比べて山にドン

野球連合に所属しているほか、大阪少

会長杯や豊友連盟お別れ大会に向けて練

グリが少ないので、エサを求めて夜の間

年軟式野球連盟連合会（ＵＬＢＢ）の

習している。

にたくさん下りてきているようです。

（早川方子）

メンバーでもあるため、他

足跡を見て何がわかるのか？

例え

チームと試合をする機会が

ば、
「何をしていたか？」。止まったとか、

多い。実戦経験を積めるの

右を向いたとか。「大きさは？」。子ども

がチームの強みで、内野手

なのか、大人なのか。
「いつここを通っ

の益田大輔君と中辻開斗君

たのか？」。昨日のものか、２日前のも

（ともに６年）はＵＬＢＢ

のか。などなど。足跡からたくさんの情

のオール大阪に選ばれた。

報が手に入ります。

対外チームとの練習試合

私はアメリカのインディアンに伝わる

には保護者の協力なしには

トラッキング（追跡）を教わり、世界が

成り立たない。遠征時には

広がりました。最高の条件は、１日中雨

保護者らが車で部員の送り

が降り、夜晴れた日の朝。ぬかるみには、

迎えを分担して行ってい

る。中川雄太君（６年）
の母、

ひ楽しんでください。

3 年と 6 年には女子部員もいる。女子も男子も「将来はプロになりたい」
との声が多かった

夜の間に餌を求めて歩いていた動物たち
の足跡がいっぱい。そんな動物の追跡ぜ

五月山で見つけたイノシシの足跡

お問合わせ先

身近な法律相談④ 熟年離婚と老後の生活設計
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風景印で街歩き⑩ 池田五月丘郵便局
池田五月丘郵便局の風景印に描かれて

子どもは独立、夫は定年間近、これか

分を多くすることもありますが、熟年離

ら夫婦２人の生活になろうというとき、

婚は老後の生活設計を一変させるので、

いるのは、五月山公園にある「鳩ぽっ

離婚を考える方がおられます。

離婚後の生活をしっかりシミュレーショ

ぽ」の歌碑だ。池田市に住んでいた童謡

離婚すれば夫とは他人になるのですか

ンしておくことが大切です。毎月必要な

作詞家、東くめの功績をたたえるもので、

ら、離婚後も夫から生活費をもらい続け

支出、年単位で必要となる支出を具体的

１９６３年に建てられた。「この歌碑や、

ることはできません。
年金分割といって、

に数字をあげて書き出し、確実に入って

近くの逸翁美術館の場所、五月山へのハ

夫がもらうはずだった年金の１部をもら

くる収入でまかなえるのかどうか、収支

イキングコースなどを尋ねる人もいます

うこともできますが、分割されるのは厚

計算をしてみてください。【千里中央法

ね」と大澤一仁局長。郵便局の隣にある

生年金や共済年金で、国民年金は分割

律事務所

五月ケ丘交番とともに、地域コミュニ

宮下幾久子弁護士】

TEL：06-6346-8255

きっと」と、楽しみにしている。

（礒野健一）

ティーの中心を担っている。

されません。夫がもらう年

金額の半分をそのままもら

梅雨のころには、近くの幼稚園児たち

う制度ではないので、期待

がアジサイの花を持ってくる。「今年も

東くめは「鳩ぽっぽ」のほか、「お正月」「雪やこん
こん」
「こいのぼり」などを作詞している

しすぎないようにしましょ

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜２３＞高垣勝康さん

う。また、家族で住んでい

た戸建てに１人で住み続け

ると家賃はいりませんが、

池田市立山の家の前に「円月の石」が

固定資産税や水道光熱費等

ある。高垣勝康さんの作品だ。１９９３

維持費の負担が意外に重く

年夏に１カ月間、池田に寝泊まりしなが

のしかかってきます。

ら制作した。高垣さんは日記を書くよう

夫に不貞行為がある場合

には、慰謝料を請求できま

すし、財産分与で妻の取り

乗って、触って、石と一体になってほし
い」と話している。

（進藤郁美）

に毎日、ノミで石を叩き、線彫りした。
【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

石にかかわって生きている痕跡を残そう
と思ったと話す。石に線を彫っていくと
模様になる。宮沢賢治の本に出てくるベ
ゴ石のイメージに、五月山公園の裏道か
ら見上げた月の肌の模様を重ね合わせた
という。
「石の真ん中に立つと、平たく
て丸い作品の全体が眺められる。石に

池田市立山の家前にある高垣勝康さんの「円月の石」

いつまでも動く体に③ 足の指先から冷え性改善
蛍池の６６歳の女性から「寒くなると

ない程度に曲げてみる。朝起きたとき、

足の指先が冷えて仕方がない。改善する

お風呂の中などで２０回ずつ繰り返す。

方法はありませんか？」という質問が届

ある程度曲がるようになったら、床に置

いた。今回は足先の血行をよくすること

いたタオルやおはじきをつかむ動きを取

で、末端冷え性を改善するストレッチを

り入れてみよう。

紹介する。

「毎年冬は足下に湯たんぽを入れ、靴

メディカルフィットネス・エムズの松

下を履いて寝ていた人が、このストレッ

村亮介さんは「まず、足の指が曲げられ

チを続けたところ、冷え性が改善して裸

るか試してください」という。ジャンケ

足で寝られるようになりました」と松村

ンのグーを足でやるような動きだ。あま

さん。最終的には足の指を曲げた時、手

り曲がらない場合は、手を添えて無理の

の甲と同じように骨がボコボコと出るよ
うになるのが目標だ。
【南谷クリニック

（礒野健一）

メディカルフィット

ネス・エムズ】豊中市岡町北１－２－４

▽０６－６８４１－５７２０▽ http://
www.minamitani-c.or.jp/

足の指先を手で包
み込んで曲げてい
く。椅子に座りな
がらすることもで
きる

ハーブで暮らしを楽しむ㉔
チョコレートがお店にたくさん並んで

ひとつとして飲まれていたというのも納

いる季節ですね。実はこのチョコレート

得です。チョコレートやココアが長い歴

に使われているカカオも、ハーブのひと

史の中で多くの人に愛されてきた理由が

つってご存知ですか？

分かる気がします。

背の高いカカオの木に実った果実の中

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブの小さ

に、３０～６０個のカカオ豆という名の

な学校 Mrs. Lavender 代表。初心者向け

種子が入っています。この種子を発酵乾

の楽しい講座～資格取得の講座まで対

燥したものを、ココアやチョコレートの

応（完全予約制）http://mrs-lavender.

原料として利用しているのです。カカ

com/ ▽ info@mrs-lavender.com

オには食物繊維やポリフェ

足の指が十分に曲がっていない状態
（上）と、十分に曲げられ足の甲に骨
の形が浮き出た状態（下）

心の花束⑩ 命日に供える花束

ノールが含まれていて、が

親類の命日に供える花束の注文があり

んや動脈硬化などに予防効

ました。いかにも仏壇の花、というのは

果があり、心理的ストレス

避け、菊を入れて、小さくて可愛らしく

にも抵抗力を強めると言わ

仕上げて欲しいという要望でした。アナ

れています。ほかにも虫歯

スタシアやピンポンマム、スプレーマム

予防効果や集中力、記憶力

など洋菊を使い、可愛らしさを心がけ

を上げる効果も確かめられ

ました。春めかしいラナンキュラスやフ

ているそうです。

リージアで季節感を加え、グリーン類で

カ カ オ 豆 が、 紀 元 前

モダンに仕上げたつもりです。依頼主か

２０００年ごろには「神の

ら「可愛くて素敵！きっと喜んでもらえ

食べ物」と呼ばれ、１６世

紀ごろでは不老長寿の薬の

スパイスの香るチョコブラウニーを焼きました。スパイスならシナモン
やオールスパイスなど、ハーブならミントやローズマリーを入れて

るはず」と、笑顔が返ってきました。
【花の部屋】豊中市本町 4-1-28 ▽電話

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

タイトルは「プチかわいい！モダンなお供えギフト」

2013. 2.14 vol.48

お問合わせ先

履正社がセンバツ出場 街に声援を呼びかける幕

TEL：06-6346-8255
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「うつと復職」をテーマ ２月２３日に講演会

第８５回記念選抜高校野球大会（セン

センバツ出場は３６校。大阪府内から

２０１２年度の豊中市メンタルサポー

バツ＝毎日新聞社、日本高校野球連盟主

は、昨年の大会で春夏を連覇した大阪桐

ト促進モデル事業として、うつ病で離職

催）に、履正社（豊中市長興寺南４－３

蔭（大東市中垣内３－１－１）も出場す

や休職した人の復職を支援してきたＮＰ

知人、支援者

－１９）が出場する。３年連続５回目の

る。大会は３月１５日に組み合わせ抽選

Ｏ法人「日本学び協会・スバコ」が２月

【参加費】無料

センバツで、豊中市内の駅などには、出

をし、３月２２日から１３日間、阪神甲

２３日午後２時から、豊中市立千里公民

【定員】１００人

場を祝う幕が張られ、声援、応援を呼び

子園球場で熱戦を繰り広げる。（梶川伸）

館で「うつと復職」をテーマにした講演

【 申 し 込 み 】 日 本 学 び 協 会・ ス バ コ

会を開く。

（０６－６１５１－２０１８）かメール

かけている。
選考委員会は１月２５日、大阪市の

講師は奈良市でライフデザイン・カウ

毎日新聞大阪本社であった。履正社は

ンセリングルームを開く臨床心理士の伊

２０１２年秋の大阪府大会で優勝し、近

東眞行さん。うつ病による

畿大会ではベスト８に進んだ。委員会で

離職や休職の現状や、身近

は高い守備力と安定感が評価された。

な人がうつになった時の対

履正社は１９２２年創立の大阪府福島

策について分かりやすく解

商業学校が前身で、８３年に履正社高校

説する。その後、事例発表

に改称した。野球部のＯＢには、オリッ

などがある。 （進藤郁美）

クス・バファローズのＴ－岡田外野手な

どがいる。

豊中駅に張られた履正社の出場を祝う横断幕

つ状態で仕事を休職または離職している

人や休職を検討している人、その家族、

（subaco.1204@gmail.com）

【日時】２０１３年２月
２３日（土）午後２時～４
時半

日本政策金融公庫「地域の身近な金融機関」
日本政策金融公庫は、国民生活金融公

考える立場でいたい」と語る。

【場所】豊中市立千里公民
館３階、第１講座室（千里
文化センター・コラボ内）
【対象】うつ病および、う

▲臨床心理士、キャリアカウンセラー、産業カウンセラー。ライフデザ
イン・カウンセリングルーム室長。関西大学大学院非常勤講師

庫などの機関が統合され、２００８年に

日本政策金融公庫では現在、「設備資

発足した政策金融機関で一般金融機関と

金貸付利率特例制度」を取り扱っている。

違い預金業務がないため企業経営者以外

国内の経済の活性化につながる設備資金

にはあまりなじみがない。しかしサラ

は当初２年間の利率を０．５％引き下げ

リーマン家庭でも利用できる教育ローン

る制度で、取り扱いは３月３１日まで。

「親から始める婚活」を積極的に展開

や、起業を考えている人のための情報提

問い合わせは、日本政策金融公庫十三支

する結婚相談所「ブライダル豊中」のカ

ブライダル豊中は２月２３日、豊中商

供や様々な融資制度などの支援サービス

店（０６－６３０５－１９７８）へ。

ウンセラー、水原昌美さんは、恋愛や結

工会議所で無料相談会を開く。要予約。

婚に対して積極的でない男性、いわゆる

電話０６－６３３３－０２９９へ。

が豊富にそろっており、経営者だけでな

（早川方子）

結婚カウンセラーが分析「職場の異性は競争相手」

く地域の住民に身近な金融機関である。

「草食系男子」が増えていることを実感

豊中・池田エリアは、十三支店の課長

している。女性の社会進出が当たり前と

代理ら３人が担当している。
「国の政策

なった今、職場にいる女性は競争相手で、

機関なので固いイメージがあるかもしれ

恋愛感情を抱きにくいのだそうだ。女性

ませんが、事業計画や売り上げの立て方

も同じで、ライバルである男性社員を結

など、気軽に相談していただきたい」と

婚相手とは考えない傾向にある。

話すのは、豊中南部担当の丸尾淳さん。

問題は、職場以外で出会う機会が少な

自転車で各事業所を回り、親しみやすい

いという現実だ。
「だからこそ、親ごさ

性格で信頼されている。豊中北部担当の

んは積極的に後押しをしてあげてほし

高橋豪さんは、担当エリアで介護サービ

い」と強調する。「近所の人や上司に仲

スや福祉関係の開業の相談が増えつつあ

人を頼むと、相手が気に入らなくても、

るという。
「開業前で実績がなくても意

お断りできるのは２回まで。それ以上は

欲や経験、資金計画など開業の計画性で

気まずくなる。結婚相談所なら何度でも

融資判断も行っているのでぜひ相談に」

気兼ねなくお見合いできます」とも話す。

と呼びかける。池田担当の佐藤俊太さん

また、見合い話を息子にする時のアド

は「融資面だけでなく情報提供やコンサ

バイスとして、「お見合い写真を見た息

ルティング機能などを発揮し、いろいろ

な悩みを持っている経営者の方とともに

どんどん話を進めましょう」と語る。

（左から）高橋さん、丸尾さん、佐藤さんは「担当
した会社の成長を見るのが 1 番うれしい」と話す

子さんが黙っていたら、『会ってもいい』
というサイン」と分析。「その時は親が

人と触れ合う仕事がしたくてカウンセラーを選んだ
水原さん。モットーは本音で話すことだという

お問合わせ先

地域医療を聞く④ 本間太郎・豊中緑ヶ丘病院院

TEL：06-6346-8255
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豊中市がサンマテオ市の思い出を募集

豊中市西緑丘１、豊中緑ヶ丘病院院長

院・診療所の連携はますます重要になる

豊中市とアメリカ・カリフォルニア州

ある応募用紙を添えて提出。エッセーは

の本間太郎さんは、一部の患者から「タ

と実感している。
「高齢者はちょっとし

サンマテオ市は今年、姉妹都市提携５０

１２００字以内にまとめ、郵送かＥメー

ロちゃん」と呼ばれている。豊中生まれ

たことで入院するケースが多い。そして

周年を迎える。豊中市はそれを記念し

ルで。〒５６１－８５０１豊中市中桜塚

で豊中育ち。現在５３歳だが、子どもの

入院が長引くと歩けなくなる」
。退院後

て、サンマテオ市についての思い出の品

３－１－１、市文化芸術室 scat@city.

ころから知っている地域のお年寄りに

のリハビリや自宅療養など、地域の小さ

やエッセーを募集している。集まったも

toyonaka.osaka.jp へ。 ２ 月 ２ ８ 日 必

とっては、本間さんは院長になった今で

な病院や診療所の役割は大きくなる一方

のは１０月初旬の「サンマテオ展」に展

着。市文化芸術室（０６－６８５８－

も可愛いタロちゃんだ。

だ。
「ひとつの病院で全ての医療はまか

示する。応募は、市役所や図書館などに

２７２２）
。＝情報提供・豊中市
（梶川伸）

本間さんは院長職のかたわら、豊中市

なえない。各病院の得意分野を活かして

内の病院や診療所が連係している組織

地域の中で役割分担をしなくては」
。豊

「豊中市病院連絡協議会」（以下豊病協）

中市は５０年前に豊病協が発足し、病院

の副会長を務めている。豊病協では看護

間の連携は強い方だ。それでも本間さん

部長部会や栄養士部会、
薬剤師部会など、

は「病院間をオンラインで結んでいると

それぞれの専門分野に分かれて定期的に

ころもある。お金やセキュリティーの問

ミーティングを開いているが、意外にも

題はあるが、今後の目標です」と語る。

院長部会というものがなかった。
「それ

豊中緑ヶ丘病院は一般病院だが、本間

ではダメだ」という意見があがり、１年

さんが消化器外科医なこともあって消化

半ほど前に院長部会が始まった。年に数

器系に強い。胃カメラやＣＴ、内視鏡検

回、
部会を開いて病院間で情報交換をし、

査から手術まで対応する。特に肛（こう）

問題点や改善点などをまとめて医師会に

門疾患（外・内痔＝じ＝核症、痔ろうな

提言することもある。本間さんは院長部

ど）の治療は術後の痛みが少なく、入院

会で司会として会のまとめ役を引き受け

期間も比較的短いと評判で近隣の病院か

ている。「院長部会は同世代の人も多く、

ら患者を紹介されることも多い。病院の

地域医療に対する思いなども似ている。

今年の目標は「プロフェッショナルに徹

（経営に）ガツガツしすぎる人もいない

ので、やりやすいですよ」
本間さんは、高齢化している社会で病

する」
。技術や知識ばかりに頼らず、患
者を家族と思い、より満足できる医療を
提供することだという。

（早川方子）

小学生 2 児の父でもある本間さん。最近クラシック音楽を聴くようになったのは、子どもがバイオリンを習い
始めたから

わが子に伝えたい食卓⑩ ゴボウとニンジンの甘辛
わが子に伝えたい味は、パパも喜んで

ライター兼調理師。化学調味料を使わず

くれる味であってほしいといつも考えて

ない、体に優しい家庭料理が得意。英

います。同じものを食べてこそ
“家族”
！

語と食のサークル“ｈｕｇ！”を共催。

我が家では、子どもにＮＧな脂っこい

0120-784-177
豊中市、池田市の皆様に伝える

マチの伝言板

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

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

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。

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

ものや刺激的なものは、大人も極力避け

ていますが、いくら健康重視とはいえ、

いつも薄味や単調な味を独断で押し付け

てばかりでは、食後にスナック菓子をど

か食いなんてことにもなりかねません。

着付教室 蛍池駅１分
個別レッスンなので分かりやすいお稽古
見学自由・お気軽にお電話を
蛍池 浪速きもの学院 06-6843-1441

本末転倒ですよね。
このお料理は、材料も味付けに使う調

味料もきんぴらとまったく同じながら、

調理行程を少し変え、ボリューミーな一

品に。皮をむいたゴボウとニンジンを拍

子切りにして、片栗粉をまぶし、揚げ焼

きします。別の鍋で水（大さじ３）
、
しょ

う油（大さじ１）、みりん（大さじ１）

を煮詰めたタレに熱いうちにからめ、ゴ

マをまぶせば完成。世代問わずウケがい

い甘辛味で、ゴボウやニンジンの１本な

んてあっという間。
ご飯もすすみますよ。

【烏帽子真理さん】池田市在住のフード

揚げ油はナタネ油や米油など酸化しにくい上質なも
のを。歯ごたえが残る程度に火を通すのがポイント

普段の字を美しく！ ペン習字教室
実用ペン・筆ペンで基礎から学びます。
新千里西町会館 第 2、4 月曜日
13:10 〜 14:40/14:45 〜 16:15（一般）
16:20 〜 17:00/17:05 〜 17:45（児童）
月 2 回 月謝一般 2500 円 児童 1500 円
入会金 1000 円（その他別途教本代等）
初心者の方、大歓迎！お気軽にお問合わ
せ下さい。090-5687-0588( 佐藤 ) まで
日本ペン習字研究会 師範 佐藤 秋香

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。報酬は業績に応じてお支
払いします。今回の募集エリア：池田
市（石橋周辺）、豊中市（阪急豊中、夕
日丘、東豊中、緑丘、北豊中周辺）お問
い合わせは、毎日新聞北豊中店：０６−
６８５３−３９６６まで（１０〜１９時）

2013. 2.14 vol.48

お問合わせ先

気軽に薬膳ランチ カトレア
地元でダイエー通りと呼ばれる商店

TEL：06-6346-8255
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編集長のズボラ料理(37) しば漬けサバずし

しい」と願っている。

ユズが好きだ。以前、徳島に住んでい

大量に漏れていた。酸っぱい臭いが車内

街、
豊中市の庄内ウエストに薬膳（ぜん）

メニューは漢方茶や旬の食材を取り入

たことがある。徳島といえばスダチで、

に充満して、迷惑をかけた。僕は「反省

カフェ・カトレアがある。高次脳機能障

れたランチが中心で、店では「ゆる薬膳」

それも大好きである。しかし、僕にとっ

が足りない」と、ピシリと言った。

害者の自立を後押しする団体、ＮＰＯ法

とうたっている。限定１０食の日替わり

ては木頭村のユズの味が上回り、そうな

さて、僕。家に帰り着く２０メートル

人トライサングルが２０１２年１０月に

ランチは９５０円。メーン料理に、おか

ると表現としては大大好きということに

手前で突然、手にしていた紙袋の底が抜

開いた。１０～３０代の８人が接客をこ

ず２～３品、スープ、ご飯がセットに

なる。ダイダイも好きだが、そこは漢字

けた。中に入れていたユズ酢の瓶は、地

なしながら、仕事を体験している。トラ

なっている。ご飯は白米か２１穀米が選

で書かないと、こんがらがる。

上に落ちて、見事に砕け散った。栓がゆ

イサングル事務局長で、店長の堀ノ上薫

べる。取材日はエビ、豚、ハクサイのカ

お遍路さんのために休憩所を造る活動

るく、振動で中身が漏れ、紙袋の底を濡

さんは「福祉の要素をあえて“看板”に

キしょうゆ炒めに、ささみの大葉巻きみ

「四国八十八ヶ所ヘンロ小屋プロジェク

らしたせいだった。家にはユズの臭いだ

せず、質の高い接客サービスと味を提供

そソース、ゴボウの天ぷら、サトイモの

ト」があり、僕もお手伝いをしている。

けを持ち帰った。反省が足りなかった。

したい」と話す。

煮物、ナガイモスープだった。他にも薬

主宰者は建築家の歌一洋さん。徳島県海

実は２人とも失敗を歌さんには伝えず、

高次脳機能障害は脳卒中や交通事故の

膳カレー８５０円、雑穀豆腐ハンバーグ

陽町の出身で、木頭村ほどの産地ではな

ひたすら翌年のユズまで待った。

後遺症などとして起こり、外見からは分

９００円がある。バラやラベンダー、柿

いが、実家はユズを作っている。

かりにくく、当事者も知らないケースが

の葉、紅花、朝鮮ニンジンなどを使った

少なくない。
「隠れた障害と言われるほ

薬膳ケーキも人気がある。 （進藤郁美）

どで、その分、生きずらさは深刻。理解

冨士温泉●

してもらうことが必要」と訴え、カフェ

三井住友銀行●

薬膳カフェ

る人も増え、ニーズの高さ感じる」と話

す。
堀ノ上さんは
「高次脳機能障害者とっ

て、ここは通り道。多くの人と接して、

社会につながっていることを実感してほ

庄内WESTショッピングストリート

村島医院

●

Ｎ

サンパティオ
イズミヤ

阪急宝塚線

決め、転身した。
「カフェには相談に来

キリンド

●

た末、支援される側の視点に立つことを

176

号線

カトレア

いた時、「誰のための支援か？」と考え

豊南
市場

国道

堀ノ上さんは社会福祉協議会に勤めて

庄内駅

はその延長線上にあるという。

湯川家具

阪急庄内駅西口から徒歩約 5 分

【薬膳カフェ・カトレア】豊中市庄内西町 2 － 28 － 12 ▽ 11 時～ 16 時▽土曜、日曜は 11 時～ 21 時▽月
曜定休▽ 06 － 6334 － 1733

北摂麺大使⑯豊中市・打ち込みうどん かがわ

京都の柚子屋（ゆずや）旅館で、ユズ

活動の打ち合わせのために月に１度、

雑炊を食べた。雑炊の前に、京都らしい

大阪市・南船場の事務所に集まる。年末

食べものが１口分ずつ出てくる。その中

の例会がうれしい。歌さんが、実家で絞っ

に、しば漬けをはさんだサバの押しずし

たユズを瓶に入れ、プレゼントしてくれ

があった。ためらいなくそのアイデアを

るからだ。僕など、
「娘が好きなので」
と、

いただき、家で作ってみた。

２本もねだったことがある。

パックに入ったしめサバと、しば漬け

例会の後は、場所を変えて反省会をす

を買ってくる。ユズ酢も使って酢飯を作

る。僕も含めて４人のことが多く、酒を

る。ラップを広げて、しめサバ、しば漬

飲みながらなので、４悪人と言われる。

け、酢飯を乗せる。ラップを巻き、手で

恥ずかしい思い出がある。いい気分で連

押さえながら棒ずし状にして、しばらく

れだって帰る際、地下鉄で１人が首をか

置くだけ。手間をかけた老舗の味ではな

しげた。ユズの臭いがする。瓶を入れた

く、ズボラもズボラ。アッ、ユズの皮を

バッグを調べると、栓がゆるんでユズが

刻んで入れるのを忘れた。

（梶川伸）

しめサバは大き目のものを使った方が、それらしく見える

つまみ食い⑬ 「ねこのて」の手作りパン

以前紹介した豊中市・庄内駅前にある

独特の風味が楽しめる。野菜や豚肉など

豊中市の新千里東町近隣センターにパ

１個１０５円にした。
「小さな子どもた

山形ラーメンの店「烈火」の向かいに、

具だくさんでボリュームもあるが、優し

ン工房・ねこのてがある。佐藤加代さん

ちがお金を握り締めて来てくれるのがう

新しい店がオープンした。看板には大き

い味なので女性でも汁まで飲み干せる。

が娘の麻美さんと２００９年７月に開い

れしい」という。

く「打ち込みうどん」の文字。はて、そ

一杯７５０円。大阪では珍しい「打ち込

た。加代さんは「パン好きがこうじて」

れはどんなうどんなのだろう？

みうどん」
。ブームが来て行列ができる

と照れくさそうに話し、子どもやお年寄

パゲティーパン、コロッケパン、ピザパ

前に行くべきだ。

りにも気軽にパンを味わって欲しいと、

ンなどの総菜パンと、チョコパン、あん

店主の佐々木隆さんに尋ねてみると、

「香川県の家庭では一般的なもの」だそ

（礒野健一）

パンは約７０種類。焼きそばパン、ス

かがわ】豊中市庄内

パン、クリームパンなどの菓子パンがあ

うだ。いわゆる讃岐うどんとは違い、具

東町２－２－１２▽０６－６３３５－

る。焼きたてが揃っているのは午前１０

材と一緒に煮込むうどんという。
「煮込

７８２２▽１１時～１９時▽日曜定休

時半～１１時ごろ。店の２階は地域の集

【打ち込みうどん

み用なので、普通の讃岐う

会などに利用できるフリースペースにし

どんよりも塩分が少ない。

ている。

うちでも通常のうどんとは

食パン以外のパン
は 1 個 105 円、
小さいパンは 2 個
105 円

別に手打ちしてます」と話

す。
「 本 当 は １ ０ 人 分 と か、

大量に作るのがうまいん

や」と言うが、さすがに店

でそれはできないので、１

人前ずつ鉄鍋で作る。香川

産の白みそとイリコだしの

中で生うどんから煮込むた

め、小麦粉のトロミが出て

（進藤郁美）

佐々木さんは元自衛官。その後たくさんの職を経る中で、香川の有名店
「かわたうどん」で修行した。その豊富な経歴も味の秘密？

【パン工房ねこのて】豊中市新千里東
町 3 － 6 － 105 ▽ 8 時～ 18 時▽不
定休▽ 06 － 6831 － 3719

お問合わせ先

３０歳以上の８割は歯周病 自覚症状の前に検診を
ＣＭなどで聞くことも多い歯周病だ

てほしい」
と強調する。

（礒野健一）

TEL：06-6346-8255
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「読者とゆく北摂」に１８人 編集会議にも参加
「マチゴト豊中・池田」は１月２８日、

た。豊能町の「かめたに」では昼食の後、

が、実際はどんな病気なのか。歯周病治

【 石 井 歯 科 医 院 】 池 田 市 石 橋 3-6-1-

「読者とバスでゆく北摂と毎日新聞見学」

療に力を入れる石井歯科医院（池田市石

101 ▽ 072-760-4618 ▽ 日、 水 曜 休 診 ▽

を開き、１８人の読者が参加した。マチ

橋３）
の石井和雄院長に話を聞いてみた。

http://www.ishii4618.com/

ゴトは「読者とともに」をコンセプトに

最後は大阪市の毎日新聞大阪本社の見

「歯周病菌は歯垢（しこう）に含まれ

していて、この催しもその一環。マチゴ

学。月曜日に開いている編集会議にも参

ています。歯周病の怖いところは、痛み

トが取材をした人を訪ねるとともに、参

加、マチゴトのスタッフと意見交換をし

なく進行するため、歯ぐきの腫れや痛み

加者に初めてマチゴトの編集会議にも加

た。会議はマチゴト２月号の内容が主な

など、自覚症状が現れたころには手遅れ

わってもらった。

テーマで、記者が取材した記事の中から

今回は千里山バス（摂津市）の協力

の場合が多いこと。また、歯の周りの病

気と書くので、歯ぐきの症状と思われが

で実施した。参加者はまず

ちですが、実際はあごの骨を溶かす病気。

池田市・細河に行き、北浦

１度かかると進行を止めることはできて

富男・細河園芸農協組合長

も、溶けた骨は再生できないので、完全

の案内で植木のせり市を見

に治療することは不可能」と話す。

学。豊能町では池田炭（菊

さらに石井院長は、
「３０歳以上の日

炭）を作っている下西窯を

本 人 は、 約 ８ 割 が 歯 周 病 」 と 続 け る。

訪ね、菊炭クラブの高木一

４５歳以上では、歯が抜ける要因の５割

宇さんの説明を聞いた後、

以上が歯周病だ。
「だからこそ正しい歯

炭出しの模様を見せても

の磨き方や、歯科医での定期検診が重要。

らった。

でなく、健康な歯を保つためにこそ使っ

気さくに相談に答える石井院長。石井歯科のホーム
ページでは無料メール相談も行っている

販売店お奨めのお店① ハッピーハーブ
豊中駅に近いビルの２階の小さなス

１０回分で５０００円の券も用意してい

ペースで、粟津遙子さんが２０１２年９

る。

月に「ハッピーハーブ」を店開きした。

◇ハッピーハーブ＝豊中市本町１－１２

来訪者の健康チェックをして栄養のアド

－３

バイスをし、食事の代替となる飲み物の

６８４５－８８０２か０９０－８６５９

シェイクを販売する。

－５９３０

イクスビル２階。電話は０６－

健康チェックは体重計で行い、調べる

【情報提供・毎日新聞豊中販売所】豊中

のは体脂肪率、体年齢など７項目。粟津

市岡上の町３－１－５▽０６－６８５３

さんはその中で「骨格筋率が大事」と話

－００３６

す。シェイクはたんぱく質

や食物繊維などの６大栄養

素を医師が考えて調合して

いるという。それを食事の

代わりに飲む。「１杯９０

キロカロリー。体質改善、

健康維持が目的」と説明し、

「１日１回でも試してほし

い」と勧める。
シェイクはアドバイス

を聞きながら、店で飲む。

ハーブティーもついて１回

５ ０ ０ 円 で、 特 典 の あ る

ケの菌を埋め込む作業を体験した。

参加者が１面の記事を選んだ。
（梶川伸）

窯からすぐ近くの山口食

歯の健康は体すべての健康につながる。

歯医者は痛くなった歯の治療をするだけ

谷川正晃さんの指導で、ほだ木にシイタ

粟津さんは「この部屋では編み物や韓国語の教室もしている」と話す

品では、山口宗太郎さんか
ら商品の納豆の説明を受け

雪の中で見学した細河の植木のせり市

2013. 2.14 vol.48
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マチゴト川柳
題﹁待つ﹂﹁会釈﹂

◇秀句◇ご近所へ会釈が出来た子の躾︵平野へいや︶

四番の大砲を待つタイガース︵佐々木弘子︶

◇佳句◇ふれあいは笑顔を添えた会釈から︵松崎令子︶

今年こそ待ちの人生捨ててみる︵多田契子︶

◇入選◇知り合いが増えた会釈は宝物︵奥村しずえ︶

雪の道会釈交して譲り合う︵佐々木綾子︶

サクラサク吉報を待つ受験生︵木下栄子︶

会釈されどちら様かと聞けもせず︵水上一憲︶

田中螢柳選

2 2（金）

いきなり九雀の日／豊中市立伝統芸能館

マスク同志軽く会釈で擦れ違う︵中村和︶

11 時〜 13 時半。毎日の食事で健康な体づくりを。参加費 800 円。対象は、おおむね 60 歳以上の男性。
定員 16 人。先着順。電話で申し込みを。豊中市・社会福祉協議会 06-6848-1279。

会釈しただけでうれしい今朝の道︵岡田公枝︶

1 9（火）

男性シニアヘルシークッキング教室／豊中市・すこやかプラザ

日の出待つ富士にカメラの並ぶ朝︵久保千鶴子︶

16 時〜 18 時。語り部、吉川裕子さんが東日本大震災体験談と福島の民話を伝える。「歌う尼さん」
として知られるやなせななのコンサート「いのちのふるさとを考える」も。入場無料。

復興の兆しは遅々と待つ焦り︵佐久間文章︶

1 8（月）

第14回涅槃会の集い〜東日本大震災物故者追悼／豊中市・ホテルアイボリー3階

毎日の会釈がいまや親友に︵河村徳子︶

11 時半〜。池田市のキャラクター、ふくまるファミリーと写真撮影会や握手会。池田市観光・ふれ
あい課 072-754-6244。

泣いた子の好きなお八つを買って待つ︵山本和子︶

1 7（日）

ふくまるファミリーｉｎインスタントラーメン発明記念館／池田市・インスタントラーメン発明記念館

待つことの幸せ語る春の風︵木村シズエ︶

10 時〜 17 時。スタインウェイ D274、ベーゼンドルファー 290、ヤマハ CF などホール所有の世界的
名器を弾き比べる。事前に申し込んだ 60 人が演奏。見学無料。池田市民文化会館 072-761-8811。

マチゴト川柳の次回の題は﹁拗ねる﹂﹁ラジオ﹂です︒はがきに住所︑氏名︑電話

アゼリアピアノ試弾会・リレーコンサート／池田市民文化会館アゼリアホール

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

15 時〜 17 時。講師は市立豊中病院小児科部長の松岡太郎さん。コミュニケ―ションについて一緒に
考える。参加無料。定員 40 人。とよなか国際交流協会 06-6843-4343。

ル﹁マチゴト川柳係﹂へお送り下さい︒締め切りは３月５日︵必着︶︒１題２句ま

1 6（土）

ある小児科医が診た「発達障害」／豊中市・とよなか国際交流センター

で投句可︒

２月〜３月上旬の催し物ピックアップ

お問合わせ先

イラスト・佐藤星河

18 時半ごろ〜。出演は桂九雀、桂壱之輔、桂治門。自由料金制。旧落語工房 06-6844-2730。
音楽と講演の夕べ〜友情のサビーナ・オーケストラがめざすもの〜／豊中市・蛍池人権まちづくりセンター
19 時〜。国際的に活躍する海外の音楽家と日本人の音楽家で結成する「友情のサビーナ・オーケス
トラ」の活動を通して、イタリア生活文化交流協会の松本城洲夫代表が講演。アンサンブル・サビー
ナによる演奏も。入場無料。蛍池人権まちづくりセンター 06-6841-5326。

マチゴトプレゼント特集！

2 3（土）

Ａｍｏｒ Ｆａｍｉ
ｌｙ Ｙｏｇａ／豊中市・岡会堂
（岡町1）
13 時〜。日ごろ運動不足のパパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃんが
子どもと一緒に参加できるヨガ体験会。参加費 1000 円（子ども 1 人に
つき大人 2 人まで参加でき、それ以上は 1 人 500 円）
。ヨガマット必要。
500 円でレンタルあり（数に限りがあるので早めに予約を）
。問い合わせ
はメール（shayla.bizen@gmail.com）で。

2 4（日）

マリオネットの華麗な響き／豊中市・日本キリスト教団豊中教会
14 時半〜。
「豊中のぞみ会」主催のチャリティーコンサート。入場料 2000 円（自由席）。豊中のぞみ
会 06-6843-6666。

2 5（月）

2歳の育ちとかかわり方／豊中市・子育て支援センターほっぺ
10 時半〜 11 時半。2 歳の子どもの保護者が対象。定員 15 人。子ども同伴可。2 月 18 日までに電話
で申し込みを。抽選あり。子育て支援センターほっぺ 06-6852-5526。

2 7（水）

手作りおやつ講座 ピザ／豊中市・豊南保育所地域子育て支援センター
10 時〜 11 時半。3 歳〜就学前の子どもと保護者が対象。定員 12 組。1 組 200 円。2 月 20 日までに
電話で申し込みを。抽選あり。豊南保育所地域子育て支援センター 06-6331-1415。

3月3

（日）

第２回まちなかフィリピン・デー／豊中市・とよなか国際交流センター
13 時〜 16 時半。フィリピン文化を体感するまつり。歌やダンス、ゲーム、エドゥサ革命についての
プレゼンテーションなど。フィリピンのお菓子と飲み物（300 円）も。入場無料。とよなか国際交流
協会 06-6843-4343。

9（土）

第2回庄内バル／豊中市・阪急庄内駅周辺
11 時〜。豊中の台所、
庄内を舞台にした食べ歩き、飲み歩きイベント。飲食店のほか豊南市場、生花店、
銭湯、雑貨店など 106 店が参加。チケット 1 枚で各店自慢のメニューが楽しめる。チケットは 5 枚
綴り 3000 円（当日 3500 円）
。実行委員会（NPO 法人 ZUTTO 内）06-6151-2733。

マチゴトは２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３月３日（消印有効）
。応募は、はがき１枚に１点。
10組

20 人

ｂｊリーグ・大阪エヴェッサ観戦チケット

池田市立五月山体育館などをホームとするプロバスケット
ｂｊリーグ・大阪エヴェッサの観戦チケットを、
１０組２０人
にプレゼント
（ＮＴＴ西日本 兵庫支店提供）
。
チケットは、
５月
まで行われるｂｊリーグ公式戦の大阪エヴェッサ主催試合な
ら、
どれでも観戦可能
（１回限り）
。
商品名は
「大阪エヴェッサ」
。
チームは１月から、
Ｍ・ジョーダンらがいた、
全盛期のＮＢＡ
シカゴブルズでキャプテンを務めたビル・カートライトをヘッ
ドコーチに招き、
勝ち星を伸ばしている。
１組

２人

懐かしの歌声喫茶＆フォークフェスタ招待券

阪神不動産・ハービスＨＡＬＬが、
３月２５日午後１
時半から開く
「懐かしの歌声喫茶＆フォークフェスタ」
のチケットを１組２人にプレゼント。
商品名は
「フォー
クフェスタ」
。
「昭和歌謡・童謡・フォークソングの名曲を一緒に歌
おう！」
と題した催しで、
小泉陽子、
下園弘明＆フレン
ズ
（写真）
が出演し、
「翼をください」
「高校三年生」
「なごり雪」
などを歌う。
前売りは
２５００円で、
ローソンチケット
（Ｌコード５５８３９）
などで販売。
当日３０００
円。
問い合わせはハービスＨＡＬＬ０６−６３４３−７８００）
。

1 0（日）

池田青年連合アトラス・１億円プロジェクト 被災地復興支援と追悼の集い「第2回池田さんから」／池田市・

豊島野公園

10 時〜 16 時。東日本大震災の被災地復興支援のために、池田市内の青年 4 団体が集まって立ち上げ
た「池田青年連合アトラス」が開くイベント。募金活動のほか、模擬店、コンサート、ステージイ
ベントなど。アトラスは「多くの人があそびにきて、美味しいものを食べたり、ゲームで遊んで頂
けることが、被災地の支援につながります」とコメント。集まった募金は気仙沼へ届ける。池田青
年連合アトラス http://form1.fc2.com/form/?id=707298

1 6（土）

てくてく岡町、服部、庄内さんぽ／豊中市・原田神社、
岡町商店街、豊南市場など
10 時〜 13 時。雨天決行。まち歩きイベント。歩きながら買い物をした食材でランチも楽しむ。30
〜 40 代女性 10 人。先着順。1000 円。申し込みが必要。オフィス・オルタナティブ「とよフル」制
作チーム 06-6945-5160。

17

（日）

すてっぷフォーラム＆ロビーフェスタ「自分を抱きしめてあげたい日に」／豊中市・とよなか男女共同参画推

進センターすてっぷ

14 時〜 16 時。講師は作家で東京家政大学特任教授の落合恵子さん。女性によ
る社会変革の動きとともに歩んできた落合さんが、自身の体験を振り返りなが
ら、1 人ひとりに社会を変える力があることを語る。格差、貧困、ジェンダー
不平等など現代社会が抱える問題を自分のこととして、社会に参加していくこ
との重要性を考える。無料。定員 150 人。3 月 2 日 10 時から申し込み受け付け。
先着順。とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 06-6844-9773。

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。

かわい はるやくん へ
はるやくん、いつもありがとう。

けてあげたいです。

お友だちに、いやなことを言われたと

みんなが、「ありがとう」って、いっ

き「やめてあげて」と、さけんでくれま

ぱいいえたらたのしくなるとおもいま

した。そのとき、
「めっちゃ、ありがとう」

す。

という気もちになりました。
もし、はるやくんや、ほかのお友だち
がこまっていたら、今どはばくが、たす

＝上野小学校２年

飯田温貴さん（豊

中「伝えよう！いのちのつながり」第４
回＝２０１２年度＝作品から）

いつ・もの・こと 豊中版

豊中ご近所TV

http://www.itsmonokoto.com

NEWS

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
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いつものこと

で 検索

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。これまでに掲載された疑問への回答も、随時募集中です ! 質問・回答は、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）にお寄せ下さい。

Q107

豊中のわんわんパトロールの記事がマチゴトに

載っていましたが、犬を連れて散歩するだけで、

効果はあるのでしょうか。
（６１歳女性／旭丘）

A

酒ができる日本酒専門店「空港銘酒蔵」が好きなのですが、

ので、まったく同じ

を教えてください。連載を検討中です。
（編集部）

いかもしれません

大阪空港にあるお気に入りのスポットや、知りたいこと

シンプルな活動ですが、効果はあるようです。犯
罪者は人目を避けるので、
「パトロール隊」と書か

れたリードで散歩している人がいると警戒するのでしょ

う。みなで一緒に街を守るという仲間意識から、住民の

結束にも効果があったとの話も聞きます。住民同士でよ
く挨拶する街は犯罪者を遠ざけるようです。
（編集部）

Q108

が、後輩は「先輩に

４７号に載っていた園芸高校のさくら塩麹あん

負けないものを作

しまいました。またどこかで食べる機会はありますか？

ます。その言葉を信

Q109

ぱん、楽しみにしていたのですが買いそびれて

（５４歳女性／荘園）

A

大阪空港でおすすめの場

園芸高校生と石橋商店街のタローパンが

協力して作った「さくら塩麹あんぱん〜

池田炭入り〜」は、１月２０日に行われたお

所やお店を教えてくださ

はこ市まつりで限定１２０個が販売されまし

い！（２７歳女性／走井）

A

ものを出すことはな

た。しかし１人２個までの個数制限にもかか

私は空港で飛行機を眺めるの

わらず、販売開始から３５分で完売という、

が好きです。大阪空港では、

予想以上の大人気ぶりを見せ、買いそびれた

「利き酒マシーン」と呼ばれる自動

人も多かったです。

販売機があり、１杯１００円できき

今回の中心メンバーは今春卒業してしまう

る」と意気込んでい

じて待ちましょう。

もちろん、その情報はどこよりも早く、マチゴトがお伝
えします！（編集部）

Q110

孫がこの春、大学へ入学します。お祝いはどん
なものがいいのでしょうか。昔なら、万年筆な

（６８歳男性／井口堂）
んかでしたが。

A

大学で教えています。しばらく前まで、電子辞書を
持っている学生をよく見ましたが、これも古いので

しょうかねえ。
（編集部）

３月１０日、落語風観光ガイドツアー

介護付き家事代行「あるく」無料お試しサービス好評

池田のうまいもんと、大衆演劇場・池田呉服座を訪ねる

独居老人や老老介護の問題が増える昨

直接介護を受ける本人だけでなく、介

今、家事代行サービスの重要性は増して

護する家族の負担軽減は、心の余裕につ

１店に１席、落語にちなんだ商品や

０年に復活した大衆演劇場・池田呉服座

いる。しかし、生活の中に入り込む家事

ながる。
「無理をして１人で抱え込まず、

サービスを提供して街おこしをする池田

で舞踊ショーを鑑賞する、盛りだくさん

代行は、
「スタッフに何を、どれだけ任

こうしたサービスがあることも知ってほ

市の「おたなＫＡＩＷＡＩ」が５周年を

の内容だ。

せていいか」
「どんな距離感で接すれば

しい」と訴えた。

迎え、３月１０日に記念イベント「おた

この機会に、落語の街・池田の魅力を

いいか」といった不安がつきまとう。

【介護付き家事代行・介護旅行 あるく】
大阪府摂津市鳥飼新町２丁目２６３８
問い合わせ
電話・ファクス：0726577287
メール：info@arukusupport.com
ホームページ：http://arukusupport.com

な巡り〜大衆演劇場 池田呉服座を訪ね

たっぷりと味わってみよう。
（礒野健一）

介護旅行や介護付き家事代行サービス
を提供する「あるく」
（摂津市鳥飼新町２）
は、そうした不安を取り除くため、無料
野三千義代表は「サービスの内容は電話
で説明できるが、
『変な人が来たら困る』
といった心配は、直接会わないと消えな
い。正式なサービスの前にお客様を訪ね、
風呂掃除や食器洗いなど簡単な家事をし
ながら会話をすることで、安心して頼ん
でもらえる」と話す。
仕事で大切なのはコミュニケーション
だ。
「皆さんの話を聞くのは、こちらも
勉強になるし楽しい」と話す。
「オムツ
替えなど、言い出しにくい用件は、こち
らが察して話しかけていく。そうして育
まれた信頼関係が、友だち付き合いのよ
うになれば１番うれしい」

乳がん・大腸がん講座２０人が聴講

◀杉 野 さ ん は 元 プ ロ サ ッ カ ー 選 手 で︑日 本 代 表 の 本 田
圭 佑 選 手 は 子 ど も の こ ろ の チ ー ム メ ー ト︒﹁尊 敬す る
のは三浦泰年さん︒たくさんのことを教わった﹂

で「お試し」の機会をつくっている。杉

（礒野健一）

る〜」を開催する。
「おたな巡り」は、阪急池田駅周辺の
おたなＫＡＩＷＡＩ参加店を、社会人落
語家の爪田家らいむさんの案内で巡り、
店で出している落語にちなんだ和菓子、
漬け物、ケーキなどを食べ歩く。また、
古くから商業都市として栄えた池田に残
る歴史的建築物も見学し、最後は２０１

【開催概要】
■日時／３月１０日（日）午後２時〜５時
■集合場所／阪急池田駅前てるてる広場
■定員／２０人（要予約）
■参加費／５００円
■散策ルート（予定）

①御菓子司 香月で「たぁ〜ちゃん饅頭」試食
②ロッソビーンズカフェで「茶金ブレンド」試飲
③村上商店で「京の茶漬け（漬け物）」試食
④パティスリーヤマキで「ちーずとてちん」試食
⑤歴史的建築物見学 ( 稲束家・河村商店・いけだ
ピアまるセンター )
⑥カ フ ェ ル ー
ジュで「てれす
こ ら い す」「す
てれんぎょらい
す」試食
⑦吉 田 酒 造 で
「清 酒 春 団 治」
試飲
⑧大衆演劇場・池田呉服座で「舞踊ショー」鑑賞

■申し込み・問い合わせ／
いけだ３Ｃへ電話 0727515591

▲池田呉服座

女性１２人がボクシング体験

バスケットクリニックに５１人参加

マチゴト主催の乳が

豊中市稲津町１、
ライ

１月１７日、
豊中市立

ん・大腸がん市民講座が

ザースポーツボクシン

第九中学校体育館で
「マ

１月１３日、
豊中市中央

グジムで１月１３日、
初

チゴト・バスケットボー

公民館で開かれ、
約２０

心者を対象にした無料

ルクリニック」
が開かれ

人が聴講した。

体験会が開かれた。
マチ

た。
集まった５１人の中

マチゴトが企画した

ゴトの読者、
女性ばかり

学生は、
講師を務めたｂ

健康・医療に関する市民

１ ２ 人 が 参 加 し、
スト

ｊリーグ・大阪エヴェッ

講座の第１回。
豊中市庄内幸町、
医療法人善正会上田病院

レッチやミット打ちなどをプロから学んで汗を流した。

の岡部聡寛院長が講師を務めた。
岡部さんはがんの検診
率が大阪は低いというデータを示しながら、
検診の重要
性を解説した。
特に乳がんと大腸がんを取り上げ、
「早期
発見すればほとんどが治る」
と強調した。

サの川辺泰三選手、
ネイサン・ウォークアップ選手から直
体験会には、
マチゴトでコラム
「いつまでも動く体に」 接ボールをパスされたり、
アドバイスを受けた。
を連載している
「南谷クリニック メディカルフィット
冒頭には、
南谷クリニック
（岡町北）
のトレーナーが、
け
ネス・エムズ」
から、
マネジャーの松村亮介さんも加わり、 がをしない正しいストレッチも教えた。
柔軟性を上げる
全身の筋肉を伸ばす方法を指導した。
参加者はストレッ ストレッチでは、
すぐに効果が表れた生徒も多く、
驚きの

講座の後半は、
聴講者からの質問に岡部さんが答える

チの後、
ジム内に設けられたリングに上がり、
会長の元日

形で進んだ。
女性の参加者からは乳がんに関する質問が

本ウェルター級１位、
竹中義則さんらのミットをめがけ

クリニックの最後にはサイン会も行われた。
生徒たち

多かった。
自己検診の方法について、
親指を除く４本の指

てパンチを繰り出した。
竹中さんは
「最近は女性の会員も

はバスケットボールシューズなど、
自分の大切な物にあ

の腹の部分を使い、
乳房のさまざまな方向から中心部へ

珍しくないので、
健康のためにぜひ続けてほしい」
とボク

こがれの選手のサインをもらい、
「しっかり練習しろ

押さえながら動かすなど、
具体的に説明した。（梶川伸）

シングの楽しさをアピールしていた。

よ！」
という川辺さんに、
笑顔で応えていた。
（礒野健一）

（早川方子）

声をあげていた。

