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iPhone、iPad、パソコンなどから参加できます。

マチゴト 豊中・池田公式twitterアカウント
m_toyonakaikeda

Staff

〒530-8251大阪市北区梅田3-4-5
㈱毎日新聞ローカル
TEL:06-6346-8255 
FAX:06-6346-8256
Mail:info-toyonakaikeda@machigoto.jp
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池
田市で４番目の赤ちゃんが生ま

れた際に、ダイハツ工業の軽自

動車を３年間無償貸与するエンゼル車

制度があり、これまでに９９家族が制

度を利用した。今年中には１００家族

目が誕生するとみられる。

　池田市は１９９７年にエンゼル祝金

条例を施行した。市内に１年以上住む

家族に赤ちゃんが生まれると、第３子

は２万円、第４子は２０万円、第５子

以上は３０万円をプレゼントする。市

民課によると、２００９年度に誕生し

た第３子は９８人、第４子は１９人、

第５子は１人だった。

　条例制定に伴い、市は本社が市内に

あるダイハツ工業に協力を要請、エン

ゼル車制度も発足した。第４子が誕生

した家族は申請をすれば、ムーヴかミ

ラを３年間無料で借りられる。借り

る具体的な条件は、申請者とダイハ

ツ工業が話し合う。市民課によると、

１９９７年以降、第４子以上の誕生は

２１０人。このうち、９９家族がこの

制度を利用した。セカンドカーとして

借りる人が多いという。

　９８番目に借りたのは、吉田町

２１０、織田（おりた）博行さん、朋

美さん夫婦。啓太君（１１）、奈那ちゃ

ん（８つ）、祢々ちゃん（３つ）に続いて、

２０１０年６月２２日に煌太君が誕生

した。

　織田さん方は、博行さんの両親、祖

母と４世代が同じ敷地に住んでいる。

家族で乗る６人乗りの車、博行さんの

仕事用の車もある。朋美さんは博行さ

んの母と１台の車を共用していたが、

「子どもが小さいと車は必要。借りた

車は私の専用みたいなもの」と、自由

に使える車を喜んでいる。　（梶川伸）

朋美さんと 4 人の
子ども、それにエン
ゼル車

shin7000

Family

エンゼル車　近く１００人目
　池田・ダイハツ　第４子祝い
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朝
は５時に起きて、掃除と洗濯を

する。６時になったら３歳の双

子を起こして食事をさせ、着替えさせ

ると、今度は小学６年生の長女を起こ

す。忙しい朝に限って、双子はジュー

スをこぼしたりぐずったりするが、後

片付けもそこそこに家を出る。出勤途

中に双子を保育所へ預けるためだ。

　豊中市に住む岡本昌司さんは、素材

メーカーに勤める４２歳。２年前に最

愛の妻を病気で亡くして以来、男手ひ

とつで３人の子どもを育てている。

　「大変だけど、少しずつ慣れてきた」

と岡本さんは笑う。妻が亡くなって間

もないころは近くの保育所が空いてお

らず、双子を別々に車で１時間かけて

預けていた。そのころは午前４時起床。

　妻を亡くして初めてわかったこと

がある。「子どもは育つものではなく、

育てるもの」ということだ。

　「妻の生前、自分では十分に育児を

していると思っていたが、違った」

　実際におむつを替え、食事の世話を

する生活を毎日続けていると、自分が

知らないところで、いかに妻が努力し

てくれていたかを実感した。

　仕事と育児と家事を一人でこなす忙

しい毎日で、ささやかに続けている“趣

味”がある。ツイッターだ。子どもた

ちが眠っている早朝や通勤途中に携帯

電話を通じて世界に“つぶやく”。

　「きょうも子どもたちの話をゆっく

り聞いてあげられなかった。ゴメンね」

　「怒ってばかりで自分が嫌になる」

　育児パパの飾らないつぶやきは多く

の人をひきつけ、アカウントへのフォ

ロワー数は１１００を超えた。仕事や

育児をしている女性からの共感が目立

つ。岡本さんは「今ではお父さんより

お母さんたちと話が合うようになっ

た」と笑う。子どもの下痢や発熱、家

事と仕事の両立など、女性の方が情報

も多く、わかり合えるからだ。

　以前は卒園式や卒業式で泣くお母さ

んたちの気持ちが理解できなかったと

いう岡本さんは、今では「私も卒園式

では泣いてしまうだろうな」と予感し

ている。（早川方子）＝６号につづく

通勤途中や昼休み、子どもたちが寝ている時間を利用してツイッターをしている。岡本さんのツイッ
ターのアカウントは@shojiokamoto

sakozo

Human

子育てパパ　岡本昌司さん（上）

阪
急電鉄の創業者で茶人でもあっ

た小林一三（逸翁）のコレク

ションを収蔵する逸翁美術館（池田市

栄本町）の茶室「即心庵」で、魯山人

の作品をはじめとする江戸末期～昭和

の茶器を使った茶道表千家のお点前が

ある。取材日は岩崎真三作、膳所（ぜぜ）

焼安南写唐草文の茶碗（昭和）だった。

　逸翁が発案した椅子席

の茶室は、青木木米筆の

掛け軸（江戸時代）、永

楽保全作の水指（江戸）

などを惜しげなく使い、

逸翁が好んだ小堀遠州の

「きれいさび」の世界に

触れることができる。

　１２月５日まで「逸翁

コレクションにみる中国

陶磁の美　悠久の歴史」

開催中。０７２－７５１

－３８６５。（進藤郁美）

Culture

逸翁が愛した茶の湯を体感

お点前は展覧会開催中の土・日・祝日の 11 時～ 15 時。1服
500円（菓子付）

iku_mi_iku

豊
中市の産業や事業所を知って

もらおうと、１０月９日（土）

１０時～１６時、豊中市曽根東の豊中

市民会館で、とよなか産業フェアが開

催される。市内の企業による製品の展

示、技術の実演のほか、うどん打ちや

札の数え方などを体験できるコーナー

もある。豊中市内の人気店が特別メ

ニューを披露する「と

よなかマルシェ」にはミ

シュランガイドに掲載さ

れた店も参加し、リーズ

ナブルに本格派の味が楽

しめる。

　また、小、中学生を対

象に、電子オルゴール

を作るものづくり教室

も開かれる。問い合わ

せは豊中市役所地域経済

振興室０６－６８５８－

２１９１。　（礒野健一）

Culture

豊中のすごさ実感　産業フェア

昨年のフェアの様子

keniso
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カ
ブトムシの虫カゴを見ている

と、

「このカブトムシ、お父さんみたい

に寝てる～」（３歳）

夏まつりの時、花火を見て、

「フライパンの音がする」（３歳）

おままごと遊びをしている時、

「ぼくのお母さん、かわいいよ」（３

歳）

５月の森のようちえんであじさいを

見て、

「ブロッコリーやん！　マヨネーズ

かけて食べよっか！」（４歳）

sakozo

Children

子どものつぶやき
豊中文化幼稚園

子
ども同士のケンカ、どう対処し

たらいい？――

　子どもと外で遊ぶ時、心配になるの

がよその子とのいざこざ。おもちゃを

取ったり髪を引っ張ったりと、やる方

でもやられる方でも母親は気が気では

ない。そのため、ちょっとした小競り

合いが始まると、すぐに子ども同士を

引き離してしまいがちだが、豊中市子

育て支援センターの地域支援保育士は

「慌てて引き離さないで」とアドバイ

スする。

　「手を出してしまうのは“一緒に遊

びたい”という気持ちの始まりです」

　他人に興味が出てくると顔に触った

り髪を引っ張ったりする。そんな時は

叱るのではなく、大人が手を添えて「な

でなで」と頭をなでるなどして、他人

と触れ合うきっかけにする。おもちゃ

をめぐる争いも「待っててね」「貸し

てね」「ありがとう」などの言葉かけ

のチャンス。そうした触れ合いを通じ

て、子どもは友だちと一緒に遊ぶこと

の心地よさを覚えていくという。

　「相手をたたいてしまったり、たた

かれて痛い思いをしたり、仲直りした

り、いろいろな経験を積み重ねて相手

のことがわかるようになるのです」

　　　　　　　　　　　　（早川方子）

【ほっぺ】豊中市岡上の町２－１－

１５、保育士のほか看護師もいる。プ

レイルームの利用は、月～土、９時～

１７時１５分。育児に関する電話相談

は０６－６８５２－５５２６。

Children

sakozo

子育てワンポイントアドバイス

９
月２６日、大阪空港で「空の

日　エアポートフェスティバ

ル２０１０」（実行委員会主催）が

行われる。空の日（２０日）にちな

み、大阪空港に愛着を持ってもらお

うと、大阪空港事務所、航空会社な

どが連携して１９９２年から開催し

ている。毎年、親子連れら１万人以

上が訪れる一大イベント。

　普段入ることのできない格納庫見

学ができるほか、航空機との綱引

き、紙ヒコーキ教室、制服写真撮影

会など盛りだくさんの内容。航空機

の音を体感したり、航空機の誘導員

「マーシャラー」体験もできる。無料。

１０時～１６時。実行委員会０６－

６８４３－１１２１。

iku_mi_iku

Life

２６日に空港で
フェスティバル

絵
本好きが集まったサポートグ

ループ「おはなし会　とっと

こ」が月に２回、乳幼児を対象に絵

本の読み聞かせをする「おはなし会」

を開いている。

　読み聞かせのほか、みんなで参加

できる手遊びも披露される。毎回

２０人ほどの子どもや大人が参加し

ている。

　開催日は第１、第３月曜日（月

曜日が祝日の場合は次週の月曜日）。

１１～１１時３０分。無料。場所

は「とよなか男女共同参画推進セン

ター　すてっぷ」のキッズスペース

（豊中市玉井町１－１－１、エトレ

豊中５階）。問い合わせは、石浜さ

ん０６－６３３２－６５３１。

sakozo

Children

おはなし会　
とっとこ

普
段はフェンスで囲まれ、鍵が

かけられている小さな森と広

い空き地「天竺のはらっぱ」が１０

月１５、１６日に開放され、子ども

たちが自由に遊べる“冒険場”に変

わる。

　場所は服部緑地の南西。天竺川に

かかる西願寺橋を渡ったところに位

置する一帯。誰でも自由に入ること

ができるが、動物は連れて入れない。

時間は１０時半～１６時半。トイレ、

水道、駐車場なし（自転車は決めら

れた場所に停められる）。気象状況

による中止あり。問い合わせは、Ｎ

ＰＯ法人　とよなか市民環境会議ア

ジェンダ２１事務局０６－６８６３

－８７９２。

sakozo

Family

天竺のはらっぱ
自由に遊ぼう！

家
の中に差し込む朝日の形を見

つけて、３歳のくるみが「歯

ブラシの形だよ」。

Family

わが家の宝もの

　　　延岡くるみちゃん
　　　ママ　佳世さん（豊中市南桜塚）

sakozo

お
料理しているお母さん

　　　　◇

　目玉焼きがおいしそう！　お母さ

んは朝からおいしいごはんをいっぱ

い作ってくれるんですね。

Family

　　　　　　　村上太一くん
　　　　　　（豊中文化幼稚園）

sakozo

ぼくのママ
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２
００９年７月、安全基準を満た

した自転車に限り、６歳未満の

子ども２人を乗せる３人乗り自転車が

解禁された。さいくるぴっとダイワ豊

中駅前店の玉垣充亮さんに、３人乗り

自転車の選び方などを聞いた。

　まず、幼児２人同乗基準適合車を示

すシールが張られていることを確認す

る。十分な強度、制御性

能、駐輪時の転倒防止、

幼児用座席取り付け部の

強さなど、安全基準の要

件に注目して選ぶ。

　価格は定価で、自転

車本体は４万円前後か

ら。幼児用座席は１つ

８０００円前後から。座

席は自転車メーカーの専

用品を選び、取り付けは

自転車販売店に頼んだ方

が良いという。（梶川伸）

Life

３人乗り自転車の選び方

3 人乗り自転車の選び方を説明する玉垣さん

shin7000

９
月２１日（火）～３０日（木）、

「秋の全国交通安全運動」が実

施されている。交通事故による高齢者

の死者数が増加しているため、今秋の

交通安全運動は「高齢者の交通事故防

止」をスローガンに掲げている。

　期間中、池田、豊中両市の各所で、

夜間の反射材用品の着用やすべての座

席のシートベルト、チャイルドシート

の着用、飲酒運転の根絶、自転車の安

全利用などの啓発活動を展開し、注意

を呼び掛ける。９月３０日は「交通事

故死ゼロを目指す日」としている。

　池田警察署管内（池田市）の

２００９年の人身事故は５５７件で、

前年より３件減った。死亡事故はな

かったが、高齢者の事故が前年より

１８件増え、１４２件となった。自転

車の事故は１２６件を数える。路線別

では、国道１７６号が９８件で最も多

く、次いで国道１７１号の５２件だっ

た。追突事故や出合い頭の事故が目

立った。

　また、豊中警察署、豊中南警察署管

内（豊中市）では、２００９年の人身

事故は１８５６件で、死者は３人だっ

た。豊中署管内は、発生件数が前年よ

り６１件増加。高齢者の事故が３８件、

子どもの事故は９件増えた。事故の４

分の１が大阪池田線で発生しており、

昼間の事故発生率が高い傾向にあっ

た。　

（進藤郁美）

Life

iku_mi_iku

高齢者の交通事故が増加

健
康に良くエコにもなる自転車

は、気軽に利用できる便利な乗

り物だ。しかし、それだけにきちんと

ルールを守らないと、思わぬところで

重大な事故につながってしまう。

　とよなか市民環境会議アジェンダ

２１交通部会は、今年の活動の中心を

自転車教育に置いている。部会長の山

本一夫さんによると、幼稚園児を対象

とした環境学習では、まず親に対して

指導をするという。

　「自転車運転シミュレーターも使う

が、それは導入の道具。ルールを知ら

ない親も多いので、基本知識を持って

もらい、きちんと守ってもらうことが

大切。２人乗りや傘さし、夜間の無灯

火運転がいけないことは誰でも知って

いるが、自転車がどこを走るべきかと

いうルールは案外知られていない」

　法律上、自転車は軽車両扱いで、車

道と歩道が分けられている道では車道

通行が原則だ（道路標識で指定される

など、歩道通行が許可される道路もあ

る）。その際は車と同じく右側通行は

禁止され、違反すれば罰則もある。

　「自転車の運転に免許はいらないが、

車と同じ扱いだと認識してほしい。何

かあった時、車やバイクは点数制度や

道路交通法が守ってくれるが、自転車

はいきなり逮捕され悪質な場合は前科

がつくこともある。ほとんどは警察に

注意されて終わるだろうが、そうした

意識を持って運転してほしい」

　正しい自転車の運転ルールを知って

もらうため、交通部会では「自転車バ

ランス王座決定戦」という競技を、さ

まざまなイベントで開催している。こ

れは１．５メートル×３メートルの枠

の中で自転車にまたがり、どれだけ足

をつかずにいられるかを競う競技で、

自転車に乗れる人なら誰でも参加でき

る。自転車でのバランス感覚を養うこ

とで、転倒事故防止などに役立つ。

　１２月１１日（土）には、競技を軸

とした交通安全イベントを企画してい

る。バランスを鍛えてルールを守り、

正しく楽しい自転車運転を心がけよ

う。　　　　　　　　　　（礒野健一）

3 月に行われた「自転車バランス王座決定戦」に飛び入り参加した浅利敬一郎豊中市長（真ん中）。
右端は山本一夫交通部会長

keniso

Life

自転車は軽車両と意識し運転を
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おやじこと内藤正春さん。池田市栄本町 1－ 6▽
11時～ 21時▽ 072－ 754－ 5056

池
田市の栄町１番街と２番街を

隔てる道路の商店街入り口

に、７席の小さなカレー屋「おやじ

カレー」がオープンした。内藤正晴

さん（おやじ）と、史豪さん（息子）

の２人の店で、店開きは７月２４日。

　カレーは３０年ほど、内藤家の「お

ふくろの味」ならぬ「おやじの味」

だった。２０リットルの鍋に牛すじ

肉２キロ、タマネギ２０数個を入れ

て煮込み、ルーをつくる。シンプル

なおやじカレー５００円。カレーに

添えてあるキャベツの酢漬け「ザー

クラフト」はドイツで習ってきた。

ビールのつまみにも良い生ベーコン

（３５０円）も、ドイツ仕込みの手

づくりの品だ。　　　　　（梶川伸）

Gourmet

小さな店「おやじカレー」開店
shin7000

豊
中市中桜塚に住む北村巴さん

は、１９８８年からほぼ毎

月１万円を豊中市に寄付し続けてい

る。２００９年１２月に寄付金が累計

２００万円に達し、浅利敬一郎・豊中

市長から感謝状が贈られた。北村さん

は「施設や病院で心細い思いをしてい

る高齢者に、お花でも贈る気持ちで」

と考え、寄付を始めたという。

　１９１５年生まれの９５歳。静岡県

沼津市に生まれ、１９４２年に数学教

師をしていた夫の転勤を機に豊中市へ

移り住んだ。３７年前に夫と死別。現

在は末っ子で２女の小磯章子（みちこ）

さん夫婦と同居している。

　北村さんの１日は新聞をくまなく読

むことから始まる。難しい政治欄も、

孫たちから「政治家になるわけでもな

いのに」とからかわれるほど読み込む。

「自分の国のことですからね」と、北

村さんは少し背筋を伸ばして見せた。

　スポーツ観戦が好きで、野球やサッ

カーをこよなく愛す。特にプロ野球の

阪神タイガースのファンで、シーズン

中は近くに住む小学２年生のひ孫と一

緒に毎夜テレビ中継を楽しんでいる。

ひいきは藤川俊、秋山、上本といった

若手選手で、特に藤川俊には「守備が

固いところがいいの。中日の大島ほど

ではないけれど」と期待している。

　競技かるたや俳句、囲碁、旅行など、

とにかく多趣味な北村さんは９５歳と

は思えないほどはつらつとしている。

時折ユーモアを交えて周りを笑わせる

明るい人だが、話が戦時中に及ぶと表

情を曇らせた。伊丹の飛行場から戦闘

機が飛び立つ風景を今でも思い出すと

いう。空襲があるたびに２人の子ども

をおんぶひもで背負い、必死に逃げた。

家族に戦死者は出なかった。でも「戦

争は嫌ね。戦争は絶対にしてはいけな

い」とつぶやいた。

　今夏は猛暑で外出は控えていたが、

趣味のひとつである自宅の庭での花の

世話は続けた。花が何よりも好きだと

いう。理由をたずねると「花はどなた

にも等しく優しいでしょう？　だか

ら」とふんわりほほ笑んだ。（早川方子）

ユーモアを交えて話す北村さん。まわりはいつも明るい雰囲気に包まれる

sakozo

Human

毎月寄付１万円　北村巴さん

池
田の魅力を伝えたい。自分たち

の住む町を好きなってほしい。

そんな気持ちを伝えるイベント「ＩＫ

ＥＤＡ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」が９

月２５日１２時から、阪急池田駅前の

てるてる広場で初開催される。

　主催するのは、池田生まれの福田優

子さん。東京コレクションなどに出場

する現役モデルで、モデ

ル養成校講師でもある。

「分かりやすく伝えるこ

とを」と、自身の得意分

野、ファッションで池田

を表現することを企画。

　市民がモデルになる

織姫伝説ファッション

ショーやメッセージ展、

屋台ブースなどがある。

市民モデルの中間えりさ

んは「いい仕上り。当日

が楽しみ」。　（進藤郁美）

Life

イケコレ　２５日に初開催

「このイベントで笑顔の輪が広がれば嬉しい」と話す福田優子さ
ん

iku_mi_iku
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阪
急服部駅周辺は、能勢街道の宿

場だった。今回の街道歩きは先

に進むのを止め、旧宿場の面影と、現

在の姿を訪ねてみた。

　駅の東側に、服部天満宮がある。菅

原道真が九州・大宰府（だざいふ）に

左遷される時に寄った場所とされる。

学問の神様として信仰を集めるととも

に、足の神様でもある。説明板による

と、この地は機織（はたおり）部であ

る秦（はた）氏が居住し、服部の地名

も機織に由来する。秦氏は医薬の祖神、

少彦名命（すくなひこなのみこと）を

尊崇し、ほこらを作っていた。

　道真は九州に向かう途中、かっけに

悩み、歩けなくなった。村人の勧めで

ほこらに参ると治ったという言い伝え

があり、足の病気にきくと評判になっ

た。足にちなみ、「スポーツ選手の参

拝も多い。ウォーキングの出発点にも

使われる」と、福岡宣幸・権禰宜（ご

んねぎ）は言う。本殿には参拝したマ

ラソンの土佐礼子選手、サッカーの大

黒将志選手らの名前が掲げてあった。

　国道１７６号を東に渡ると住吉神社

がある。神楽殿（かぐらでん）は大阪

で１番古い能楽堂で、国指定登録有形

文化財。１９９８年に篤志家が大阪

市中央区に建てた総ヒノキの舞台で、

１９８１年に移築された。社務所によ

ると、７月３１日、１０月１５日の例

祭に神楽が奉納される。

　駅の西側、豊島小学校の敷地に、妙

見宮常夜灯が残っている。「左　池田」

の文字が読める道標で、街道沿いに

あったが、痛みがひどくなるので移し

たと、先生に聞いた。

　駅前商店街で、「魚がキープできる

店」をうたった料理店「檜（ひのき）」

を見つけた。カウンターがガラス張り

の水槽で、予約を受けると、魚のひれ

に名札をつけて泳がせる。経営者の西

野宏さんは「カップルの男性が彼女の

ために注文することもある」とか。

　「ぎぶし」という変わった名前の店

があった。持ち帰り専門の店で、「ぎ」

はギョウザ、「ぶ」は豚まん。「し」はシュ

ウマイだそうだ。  　　　　（梶川伸）

服部天満宮。右側は縁起を記した説明板

shin7000

Culture

能勢街道をゆく④　服部周辺

国
道１７６号沿いに、２０メート

ルほどの大木に囲まれたログハ

ウスがある。１階は有機農産物を販売

する「やさいの広場」、２階が自然食

レストラン「ばんまい」。

　「せこせこせず、緑豊かな自然の中

でゆったりとした時間を過ごしたい」

と、１９年前に、（有）手仕事屋代表、

山田久さんが作ったログハウスだ。大

木は、開店時に植えた苗木と、鳥や動

物が種を運んできたものが大きくなっ

たのだと、山田さんは語る。

　山田さんは、大学で有機化学を学び、

旧通産省工業技術院、食品香料会社を

経て、２５年間、能勢町で原木栽培に

こだわったシイタケ専業農家を営ん

だ。

　「当時は有機農業という言葉はほと

んど使われていなかった。有吉佐和子

著の『複合汚染』、レイチェル・カー

ソン著の『沈黙の春』という本が有機

農業へ進む火つけ役になった」と話す。

　農薬の怖さを知ると、安心して食べ

てほしいという願いは強まる一方だっ

た。ばんまいは、有機野菜や果物、抗

生物質などを使わないエサで飼育した

鶏、豚、牛肉、卵、できる限り天然の

旬の魚を使う。

　栄養バランスのとれた日替わりラ

ンチメニュー「本日のばんまい定食」

（１２６０円）は、魚か肉のメーンと

小鉢２つ、ご飯、みそ汁、フルーツが

セットになっている。この日は、サバ

の梅煮か鶏つくねとトウガンのあんか

け、青菜のかえりチリメン和え、長い

ものショウガみそ煮、アワと黒米の７

分ごはんか黒米と小豆入り玄米だっ

た。

　「ここまで青々とした大木に育つま

での間には、つぶれかけたこともあっ

た。それでも手間と時間をかけ、本物

にこだわったものしか出さない信念で

やってきた。意地やな」と山田さん。

　ニレ、ビワ、クルミのほか、山田さ

んが自身のシンボルだと言うシイタケ

の原木、クヌギの大木が、ばんまいを

見守っている。

　　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

【ばんまい】池田市鉢塚 3－ 15－ 5A▽ 10時～ 17時▽無休▽電話 072－ 761 － 0064。店近
くの自家農園で有機野菜について語る山田久さん

iku_mi_iku

Gourmet

大木が見守る木の家　ばんまい



Thank
You
いのち

「 いのち」は、みんなの宝もの
わたしたちは、神様に「いのち」をもらい、そして、お母さんのおなかの中に

たんじょうしました。そして、家族にめぐまれて、すくすくと育っていきました。
わたしは、末っ子なので、家族みんなに愛されます。みんなにも、だれにでも愛され、
大切にしてもらいます。「いのち」はたった一つしかない。
「いのち」は、みんなの宝なのです。みんな家族にありがとう。
　　伏尾台小学校４年（２００９年）　藤田三鈴さん（池田「伝えよう！いのちのつ
ながり」第１２回作品から）

shin7000

　「マチゴト　豊中・池田」の編集の柱の１つは、「ありがとうのリレー」です。

身近な親切などに感謝の気持ちを伝える投稿や記事を、「Ｔｈａｎｋ　Ｙｏｕ」

のカットをつけて掲載しています。世の中がギスギスしてきた感のある今だ

からこそ、「ありがとう」は大事な言葉だと考えています。

　３号で「星空コンサートありがとう」の投稿を掲載しました。今回の５号

では、このコンサートに行った方からの投稿がありました。私たちが考えて

いる「ありがとうのリレー」が、具体的な形になったと喜んでいます。みな

さんからの投稿を待っています。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。

　◆４号の「獣医師会がシェルター委員会」の記事で、誤解を招く表現があ

りました。北摂夜間救急動物病院は大勢の獣医師らの協力でつくられ、葉月

会が運営しています。おわびして訂正します。　　　　　　　　  （梶川伸）

編集室のつぶやき

Thank
You
地元の仲間入りができたみたい

７月に豊中市に引っ越してきて、やっと部屋が片付いたころ、早くこの土地に
なじみたくて何かお祭りなどないかなと思っていた時、ポストにマチゴトが

入っていました。
　何気なしに読んでいると、毎年、緑地公園で星空コンサートが行われているとの
情報が！！
　早速ネットで調べて家族３人で行き、音楽を楽しみました。
　何となく地元の仲間入りができたみたいで嬉しかったです。
　ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（豊中市東泉丘　濱田牧さん）

sakozo

Thank
You
宿泊のお礼　ホテルの宝物

グリーンリッチホテル大阪空港前のロビーに、甲
子園に出場した際に宿泊した高校球児がお礼に

残したサインボールやユニホームが展示してある。大
倉慶郎総支配人は「自分も球児だった。宝物ですよ」
と言う。展示は一部で、保管庫には寄せ書きや作文集、
感想文などたくさんの思い出の品が眠っている。
　　　　　　　　　　　　　　                （進藤郁美）

iku_mi_iku

夏 86回大会で初優勝した
駒大苫小牧のサインボール

Thank
You
豊中・池田を選んでくれてありがとう

マチゴトは、創刊前からツイッターで注目していました。「読者とつくる地域密
着媒体」って、どんなのだろう？　とワクワク＆ドキドキ。第１号が届いた

時は本当にうれしかったです。
　紙面からは編集に関わる方々の、温かい思いが伝わって来ました。街で暮らす人々
の視線で書かれた記事には、親しみが持てます。いつもツイッターを見ながら「次
号はどんな記事が載るのかな？」と、とても楽しみです。
　全国には本当にたくさんの市町村があるのに、私の住む「池田・豊中」を最初に
選んで下さって、ありがとう。この街から、マチゴトが全国に広がって行きますよ
うに…。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（池田市呉服町　早川智之さん）

shin7000

Present

「中国陶磁の美」招待券プレゼント

池田市栄本町の逸翁美術館秋季展「逸翁コレクションにみる中国陶磁の美」が、
１２月５日まで開かれている。１０時～１７時（入館は１６時半）。月曜休館。

９月２０日、１０月１１日は祝日のため開館し、翌日が休館。
　マチゴトは、この「中国陶磁の美」の招待券を抽選で５組１０人にプレゼント。
はがきに、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、職業と本紙の感想を記入の上、
〒５３０－８２５１大阪市北区梅田３－４－５　毎日新聞ローカル（９／２３日号）
までお送り下さい。１０月６日消印まで有効。発表は商品の発送をもって代えさせ
ていただきます。
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