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園芸高校そば部が全国３位
スロベニアで研究成果発表

秋に行われる、そば
打ち段位認定試験の
合格を目指し、さら
に技術を磨き続ける
部員

高

校野球に例えるなら、無名の地

辱の最下位だった。
「大阪はうどん文 「切り」を担当した廣津飛翔君は、
「１

方高校が甲子園でベスト４に入

化。そば打ちでは勝たれへんのか」と

るような快挙だ。大阪府立園芸高校が、 落ち込んだが、プロのそば職人の指導
４月に行われた第３回全国高校生そば
打ち選手権大会の団体部門で、３位入

も仰ぎ、雪辱を誓った。

年間の思いがあふれ、入賞の瞬間は涙
があふれました」と照れる。
そば部の活動は、そば打ちにとどま

指導に当たる大阪市・天満のそば処

らない。２月に筑波大学で行われた
「そ

「つくし」の店主、梶谷清さんは「み

ば研究会」では、約７０種類のそば乾

そば打ちをする通称「そば部」は、 んな素直。砂が水を吸うように知識も

麺（めん）について、膨張増加率など

賞を果たした。
農産加工学研究部応用農産加工班の３

技術も覚えた」と目を細める。競技の

の調査結果を発表した。それが評価さ

年生６人が中心メンバーだ。団体戦は、 ためでなく、食べてもらうそばを打つ

れ、８月にスロベニアで開かれる国際

水回し、こね、延（の）し、切りの４

ことも大事と、老人ホームへ出向き、 そばシンポジウムにも部員２人が参加

工程を、それぞれ１人ずつが担当して

そば打ちを披露した。その時の笑顔に

し、展示発表する。顧問の石田真一教

技量を競う。前回大会では、北海道な

応えるため、さらに特訓を重ねた。部

諭は「大阪発のそば文化を、世界に発

ど、そばどころの学校に圧倒され、屈

のムードメーカーで、大会では最後の

信してほしい」
と期待する。
（礒野健一）

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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渡邉・豊中市議長 兼業農家で早朝から田へ
豊中市議会第７５代議長に選ばれた渡

た顔で話す。
「あと１年で、７４歳で他

邉稔さんは、議員になる前は豊中市の職

界した父と同じ年齢になる。これからは

員だった。原田元町の農家で育ち、今も

お礼奉公の気持ちで市政安定と議会運営

兼業農家として米や野菜を作っている。

に尽くしたい」と語る。

（早川方子）

１９９３年６月に長女が市議の桝田昭

さんの長男と結婚したが、１１月に桝田

さんが急逝。その後を継ぐ形で市議に立

候補した。周囲から強く勧められてのこ

とだったが、
「家庭はもめに、もめた」

と振り返る。妻から「実家に帰らせてい

ただきます」と言われ、長女には「お父

さんを勘当する」と拒まれた。それでも

「市の行政に３０年以上携わってきた。

市民の役に立てるという自負がある」と

思いは強かった。そんな父を見た長男が

「親父に協力しようや」と妻と長女を説

得してくれた。今では家族全員が応援し

ているという。
議員になって６期２０年目の７３歳。

前夜に酒を飲まなければ、早朝に起きて

田んぼに行く生活を送っている。
「農業

のおかげか、健康なんです」と日焼けし

今春、千葉から長男の息子が豊中に転居してきた。
「毎日会えるのは幸せ」と、祖父の顔に

木下・池田市議長「小中一貫校の予算を６月に」
池田市議会第７２代議長に選ばれた木

議員生活３１年の５７歳。「バブル前

下克重さん（自民党）は、２年連続５回

から現在まで、それぞれの時代を見てき

目の議長を務める。２０１２年は３会派

た。
地方自治体は今が１番しんどい時期。

の推薦だったが、２０１３年は民主党も

だからこそ知恵を絞って、前向きな議論

加わり４会派の推薦を受けた。

をしたい」と語る。時代にあった施策を

就任早々、重要な議案にリーダーシッ

するためには「聞く耳を持って、素直に

プを発揮することになった。
「６月議会

ならんとあかん」と熱く語り、「最近で

で、細河小学校と伏尾台小学校を統合

は池田のうるさがた」と呼ばれるように

したうえ、細河中学校との小中一体型

なってしまったと苦笑い。 （進藤郁美）

一貫校を設ける予算を決

定 す る 」 と 話 す。 ９ 年 間

の一貫教育をする学校で、

２０１５年４月開校を目指

している。施設は細河中学

校を使うため、校舎や屋内

運動場の改修、屋上プール

付き校舎、サブアリーナの

増築など２５億５０００万

円が予算化されている。学

校の名称や移転後の細河小

学校、伏尾台小学校の利用

方法は未定だという。

昨年、体調を崩した。当分、酒は飲めないというがノンアルコールビー
ルを手に、立ち飲み屋で市民の声を聞き続けている

身近な法律相談⑧ 親の離婚に子どもの意思は？
未成年の子どもがいる人が離婚する場

親の離婚に関しても、１人の人格を持っ

疑問を聞く⑨アダプトとアドプト
豊中市内で似たような立て看板を見

合、父母のどちらが親権者になるかを決

た人間として、子どもの年齢を問わず、

て、アレっ？ 「アダプト」もあれば「ア

めなければなりません。親権は、未成年

意思が尊重されることになりました。
【千

ドプト」もある。豊中市美化推進課の松

の子どもの養育や財産などの生活全般を

里中央法律事務所

島一夫さんは「豊中市はアダプト、大阪

相間佐基子弁護士】

管理する親の責任のことです。

府はアドプトを使っている。英語の発音

２０１３年１月１日に「家事事件手続

とローマ字読みの違いぐらいで同じ意

法」が施行されました。そこには、親権

味」と説明する。

者を決める裁判所の手続き等において、

「ａｄｏｐｔ」は養子にするという意

裁判所が子どもの意思を聴き取って、年

味で、地域の住民が、公共の場を我が

齢や発達に応じて考慮すべきだと明記さ

子のように面倒をみること

れています。特に１５歳以上の子どもに

だ。豊中市では２００１年

は必ず意見を聞かなければなりません。

８月に曽根東町２丁目自治

また、子どもが手続きに参加すること

会が道路や公園の掃除を始

はもちろん、必要であれば子ども自身が、

めたのが最初。最近では府

弁護士を「手続代理人」として選ぶこと

立豊島高校硬式野球部が緑

もできるようになりました。
「手続代理

丘新千里西町線の歩道のご

人」は、子どもがきちんと自分の意思を

み拾いを始めた。市内には

伝えられるように援助するだけでなく、

アダプト２３団体と、大阪

子どもの幸せを１番に考えて手続きを進

府のアドプト２５団体が掃

める役割を期待されています。

除をしたり、花を植えたり

これは「子どもの権利条約」に明記さ

れた意見表明権を具体化したものです。

【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

するなど、道路や川の美化
活動を続ける。（進藤郁美）

大阪府にはアドプトロードとアドプトリバーがある

豊中市のアダプトロードについては豊中市美化推進課 06 － 6858 －
2276

お問合わせ先

わが家の宝もの

わが家の宝もの

の届かない所に隠れて「にやっ」として

かわいい黄色のキ

家族で潮干狩りに

ノコが生えている

赤ちゃんとぬいぐるみの動物たちが

行った時の写真で

と思ったら、ヘル

スープを飲みます。口の周りについた

す。 こ の 得 意 な

メットをかぶった

スープをタオルでふく音、
「きゅっきゅっ

顔！

直幹（なおき）君

きゅっ」というのが、この作品の題名の

【きゅっきゅっきゅっ】

すると、かなりの

（ ３ つ ） で し た。

収穫があったに違

直幹君は普段は

男の子が、足踏みすると音の出る靴を履

いありません。で

わんぱく坊主です

いていました。
「良い音だねぇ」と言うと、

もお母さんによる

が、お母さんが絵

お母さんが「この音は、迷子になった時

と「崇道はずっと、アサリよりヒトデに

本を読むときだけはおとなしくなるそう

に役立つんですよ」と。なるほど、と納得。

夢中でした」。改めて見ると、スコップ

です。

でも、我が家の末っ子には役立たなかっ

由来かな？

ユーチューブに「とよなかチャンネル」
豊中市は、動画共有サイト
「ユーチュー

を図る。
「マチカネくん体操」や、市内

いましたからね。
（絵本を楽しむ会・Ｍ）

以前、絵本館に来てくれた

たでしょう。迷子というよりは、私の目

の中にヒトデがありますね。

3

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編㉝

崇道君（４つ）が

この顔から

TEL：06-6346-8255

「きゅっきゅっきゅっ」作：林明子（福音館書店）

子どもと楽しみたい絵本 てくてく編㉓
【スモールさんはおとうさん】

さて、スモールさんはと言うと、６０年

ブ」で、豊中の魅力を撮影した動画を配

１０５の町を紹介する「豊中１０５町」

我が家の長男は、母乳も少ししか飲ま

前からの筋金入りの「家事メン・イクメ

信するため、市の公式動画チャンネル
「と

など１０本の動画を掲載されている。今

ないし、離乳食もほんの少ししか食べな

ン」
。我が家の夫には、スモールさんに

よなかチャンネル」を開設した。豊中市

年度中に１００本の動画を配信する予定

い赤ちゃんでした。１歳児検診の時には、

はできなかったことに挑戦してもらいま

は、さまざまな分野で活躍する市民や、

だという。動画は市のホームページでも

６キロ足らずの小さな子でした。しかし、

しょうか。
「イクじい」に。まだ、無理

住みよいまちをアピールすることで、豊

見ることができる。

彼は１歳３カ月でお兄ちゃんになってし

みたいだけれど。
（絵本を楽しむ会・Ｍ）

中市を訪れる人の増加やイメージアップ

＝情報提供・豊中市（早川方子）

まいました。私は、日々、子育てに疲れ
ていました。過労で母乳が１カ月半で止

わが子に伝えたい食卓⑭ 濃縮だししょう油

まってしまい、娘は人工ミルクのお世話
になりっぱなしでした。それを見かねた

これからの季節、出番の多いそうめん

【烏帽子真理さん】池田市在住のフード

夫は、
「イクメン」に変身しました。イ

や冷やしうどんですが、市販のめんつゆ

ライター兼食育指導士。化学調味料を使

クメンなんて言葉で騒がれる２５年位前

に頼り過ぎるのはおすすめできません。

わない、体に優しい家庭料理が得意。英

のことです。娘は、ほ乳瓶育ちになって

手作りでも、水を１滴も使わないので冷

語と食のサークル“ｈｕｇ！”を共催。

から、夫に育ててもらったようなもので

蔵庫で２週間は十分に保存でき、夕食の

す。よく飲み大きく育つ娘を抱っこする

後片付けをしながら作られるほど簡単。

のは、夫が上手い！子育てが一段落して

鍋でみりん２００ｃｃを煮立て、アル

からは、夫は「家事メン」に変身中です。

「スモールさんはおとうさん」文・絵：ロイス・レ
ンスキー 訳：渡辺茂男（童話館出版）

コール分を飛ばしたら、火を止め、しょ

夫婦で楽しむＷの子育て(31)

う油を２００ｃｃ、切手サイズの昆布を

６～８枚、カツオ節（または、混合節）

ひとつかみを入れ、荒熱が取れるまで冷

◆パパの体を使った絵本遊び

絵本を読むなんて恥ずかしい、と思う

まします。清潔な保存容器に移し替え、

「あい、どーじょ」。１歳４カ月になっ

パパもおられるかもしれません。でも難

２日ほど経ったら、昆布とカツオ節は

た娘は、夫が帰宅すると、いつも『ぴょー

しく考えなくても、自分が面白いと思う

取り出して。あとは市販のめんつゆと同

ん』という絵本を持って夫のもとにトコ

絵本を選んで、遊びのツールとして使え

じように薄めて使うだけ。物足りなけれ

トコ歩いていきます。いろんな動物が

ばそれでＯＫ。そしてパパが絵本を選ん

ば、カツオ節を増やしてくださいね。お

ぴょーんと飛び跳ねる様子が描かれた

で来た時は、ママは「まだそんな本早い

子さんには水か昆布だしでしっかり薄め

「繰り返し」が楽しい絵本です。動物が

よ」とか「こっちの方が好きだよ」とか

ると、完了食から幼児食まで幅広く使え

飛び跳ねる絵と同時に、娘も腕を振り上

口出しはしないでおきましょうね。パパ

ます。取り出した昆布とカツオ節は、う

げて大声で「ぴょーん」と叫びます。そ

に任せるところは任せる。そうすること

まみいっぱいのしょう油味を含んでいる

して、最後のページの、女の子が飛び跳

で、ママとは違うパパの価値観を子ども

ねるシーンでは、夫が娘を高い高いしな

に伝えることも、子育てにはとても大切

がら「ぴょーん」。

なことだと思います。

ので、再度、水で煮出せば、煮物の味付

けにも再利用できて、
無駄がありません。

めんだけでは夏バテの原因になる。夏野菜や蒸し鶏
を添えて。練りゴマと混ぜると、ゴマだれも手軽に

１０月にいけだ子ども合唱祭 参加者募集

娘が６カ月ごろから、よく夫はこの絵

【椹（さわらぎ）寛子さん】ライター・

本を娘に読んでいました。体を使った絵

コピーライター。４歳と１歳児の母。著

本遊び、まさにパパが得意とするところ

書に「だから、あんたは不幸やねん～見

池田ジュニア合唱団が中心になって

員はありません。なるべく多くの子ども

です。パパの読み聞かせは、ママとは違

方を変えれば、人生は逆転するがある。

１０月２７日、池田市民文化会館アゼ

たちと一緒に歌いたい」と話している。

う楽しみ方があるのだなぁと思います。

http://ameblo.jp/mamawriter/

リア大ホールで「いけだ子ども合唱祭

募集は５歳から中学生ぐらいまでの男

２０１３」を開く。池田ジュニア合唱団

女。練習は日曜午前９時半～１１時半、

代表で合唱指揮者、しぶやかよこさんが

池田市城南３の保健福祉総合センター４

企画した。
「池田市立の小、中学校に合

階大会議室ほか。費用１５００円。申し

豊中市三和町３、庄内図書館は毎週土

唱クラブがあるのは池田小学校だけで、

込み締め切りは６月３０日。練習日など

曜日午前１１時から、子ども（年齢制限

合唱する機会が減る一方。子どもたち

詳しくは、いけだ子ども合唱祭事務局

なし）を対象に絵本の読み聞かせや紙芝

に、歌うことで人とつながれるという体

０７２－７５３－５２１９。（進藤郁美）

子育てサークル(35) 庄内図書館「おはなしランド」
庄内図書館はほかにも、０歳から１歳

半までを対象とした「ベイビーランド」
（毎月第３水曜日）
、１歳半から３歳まで

居、手遊びなどの時間「おはなしランド」

の
「ベイビーランド２」
（毎月第４水曜日）

験をしてほしい」と、合唱

を設けている。絵本を読むのは庄内図書

を開いている。詳細は庄内図書館０６－

祭のために結成する公募合

館の職員で、絵本は読み手が選んでいる。

６３３４－１２６１へ。

唱団への参加を呼び掛けて

誰もが知っている昔話をよく読む人や外

いる。

国の絵本を好む人、不思議な仕掛け絵本

公募合唱団はサウンド・

を選ぶ人など、その日の担当者によって

オブ・ミュージックの中か

雰囲気が変わるのが面白い。

ら「ドレミのうた」など４、

６月１日の「おはなしランド」では、

５曲を発表する。「大きな

金魚鉢の金魚が家中を逃げ回るというス

声を出せる機会」「普段の

トーリーの絵本「きんぎょが

話し声が小さいので、堂々

などが読まれた。担当司書が読み始める

と話せるようになりたい」

と、初めは遠巻きに眺めていた子どもた

と、すでに７０人が申し込

んでいる。しぶやさんは
「定

（早川方子）

合唱の楽しさや表現方法などを指導する作曲家の松下耕さん＝秦野小学
校で

にげた」

ちは徐々に前へと移動し、最後には絵本
を直接指さすなどして盛り上がった。

おはなしランドで読まれた絵本は、ほかの書籍同様
に借りて帰ることができる

2013. 6.13 vol.52

お問合わせ先

阪大の先生㉑久角喜徳さん エクセルギーの考え方
日本はエネルギー資源の乏しい国だ。

その名も「隣組コージェネ」だ。

TEL：06-6346-8255
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わんぱく相撲 初めての豊中場所
５月１８日に豊中市服部西町、武道館

冷静に振り返った。３歳から水泳を続け

それゆえ、エネルギーを効率的に利用す

「発電効率の高いコージェネシステム

ひびきで、わんぱく相撲豊中場所が開か

ており、そちらでもいい成績を出したい

るために、さまざまな技術開発が行われ

は、個人で利用するにはコストが高く、

れた。わんぱく相撲は小学生が男女、学

と意欲をみせた。

てきた。大阪大学大学院工学研究科特任

稼働率も悪い。それを自治会やマンショ

年別にトーナメント戦を行って優勝者を

教授の久角（ひさずみ）喜徳さんは、以

ンの管理組合で共同運用すれば、問題は

決めるもので、豊中では初めての開催。

え、行司も務めた竹中大喜さんは「相撲

前勤めていた大阪ガスと共に、
「エクセ

解決する。余剰電力を売るようにすれば

この日は男子８１人、女子１９人が参加

は勝っても負けても、相手に『ありがと

ルギー」という考え方で、より無駄のな

省エネ意識も高まる」と、久角さんは語

した。

う』
とあいさつする感謝の気持ちが大切。

いエネルギーの利用技術を開発してい

る。さらに、
「希薄になった隣近所との

小学６年生男子の部で優勝した龍本空

る。

関係性が省エネを軸に復活し、地域連携

弥くん（克明小）は、小学３年生から父

が図れるようになる」と強調する。

の久馬さんの指導でレスリ

エクセルギーという単語を、初めて

耳にする人も多いだろう。簡単に言え

久角さんが理想的な社会として挙げ

ングを続けているが、相撲

ば、電力や動力と等価な利用可能なエネ

るのは、江戸時代の暮らしだ。
「いわゆ

は初めて。
「レスリングの

ルギー量のことだ。エネルギーの発熱量

る ５ Ｒ の 社 会。Reuse（ 物 の 再 使 用 ）、

タックルはひざを付けても

を給料で例えると、手取り額が有効な熱

Recycle（資源の再利用）、Reduce（資源

いいので、その癖を出さな

量となる。しかし、手取り額がすべて自

使用量の削減）
、
Rental（物の貸し借り）、

いよう気を付けた」と話し

由に使えるわけではないのと同じく、有

Repair（修理しての長期利用）が、エク

た。

効熱量もすべてが利用できるわけではな

セルギーを踏まえたシステムが一般化す

小学６年生女子の部は、

い。家賃や光熱費といった必要経費を除

ることで、可能になってくる」という。

内藤あすかさん（原田小）

いた自由に使える“お小遣い”が、エネ

しかし、まだまだエクセルギーの考え

が優勝。
「土俵際で相手が

ルギーシステムでは有効エクセルギーに

方は浸透していないのが現状だ。「そこ

押してきた時、自分から引

相当する。目に見えない伝熱や燃焼など

は３Ｃスピリット、Change、Challenge、

いてバランスを崩すことが

の損失（無効エクセルギ－）が、必要経

Create で頑張りたい」と力強い笑みで

できた」と、決勝の１番を

費に例えられる。

語った。

子どもたちに相撲の心得やルールを教

普段も、その気持ちを忘れないで」と締
めくくった。

（礒野健一）

小学 4 年生以上の優勝、準優勝者は、6 月 23 日に行われる府大会（堺
市・大浜公園相撲場）に出場する

（礒野健一）

身近な生き物たち㉑ ナラ枯れ防除

久角さんは１９７３年

に大阪大学工学部を卒業

後、大阪ガスに入社。直

全国各地でいま、ナラ枯れが問題と

の穴の周りに濡れタオルを巻き付け、そ

後に第１次石油ショック

なっている。ナラ枯れとは、カシ、シイ、

れをビニール袋で覆うだけだ。つがいで

が起き、省エネの気運が

ナラなど広葉樹が立ち枯れる現象だ。原

暮らすカシナガは、オスが穴の入り口付

高まった。そうした中で

因はカシノナガキクイムシ（以下カシナ

近で栓のようにとどまる習性があり、数

ＬＮＧ（液化天然ガス）

ガ）という、体長５ミリほどの虫が媒介

日後にタオルをはがせば捕獲できる。

冷熱発電施設の設計から

するナラ菌で、それが繁殖した木は、葉

建設、試運転までを任さ

を真っ赤にして枯れていく。

れ、世界初の商業プラン

大阪府では２００９年に高槻市で初

トを開発した。以降も新

め て 確 認 さ れ、 豊 中 市 と 池 田 市 で も

技術を導入した多くのプ

２０１２年に確認された。

ラント建設に携わり、エ

対処方法は、他の木に被害

クセルギーによる設計の

が及ぶ前に対象木を伐採す

大切さにたどり着いた。

るか、薬剤による虫の駆除

エクセルギーは、大規

があるが、いずれも環境へ

模プラントだけに考慮さ

池田・人と自然の会の今

ガスエネルギー技術研究

城香代子さんは、そうした

所在籍中の１０年前に取

影響が出ず、また１人でも

り 組 ん だ の が、 集 合 住

可能な防除方法を考えた。

宅のコージェネシステ

カシナガが住む木を見つ

率エネルギーシステム）、

境に影響がない方法はこれだけ。今後は

効率性も求めたい」
と話した。
（礒野健一）

の悪影響が懸念される。

れるものではない。大阪

ム（排熱を利用した高効

木１本に数万匹いるというカシナガ駆
除には地道な作業だが、今城さんは「環

研究室のある阪大吹田キャンパスへは、茨木市の自宅から自転車で通って
いる。「木津や嵐山、大阪の南港くらいまではサイクリングで行きますよ」

ける。幹に直径１ミリほど
の穴がある木が目安で、そ

少年野球⑧ 上野少年野球団
上野少年野球団は、豊中市上野東２、

持つ。ショートを守る舛田耕成君（６年）

今城さんの考えたナラ枯れ防除策を施した木＝池田市の五月山で撮影

自然で遊ぼう㉑ 白目と黒目
最近、池田市の細河ではカエルの鳴き

も食べられる側も困るのです。

豊中市立上野小学校を拠点としている。

は「野球のおもしろさは、ここぞという

声が聞こえるようになりました。いきな

ではなぜ、人間には白目があるのか？

上 野 小の校区は 昔 か ら 野 球 熱 が高く、

場面があるところ」と話す。キャッチャー

りですが、カエルの目はどんな感じで

人間は「あなたを見ている」という意

４０年前には少年野球だけで６チームが

の松島颯来（そら）君（５年）は「練習

しょう？

混在していた。３３年前に、上野少年野

は厳しくてもチーム一丸で勝つ瞬間が気

てる？

球団として１つにまとめられた。部員は

持ちいい」と笑顔。将来の夢は、舛田君

先日、子どもに聞かれました。
「鯉の

４８人。代表の鮎川末光さんらコーチ陣

がパイロット、松島君は医者とそれぞれ

ぼりに白目を描いたけど、魚屋さんの

【木村太郎さん】株式会社ＥＧＧＳ代表。

やＯＢが練習を見ている。練習は週末と

違うが、
「高校生になったら甲子園に行

魚には白目がない。どうして？」。あま

さつきやま森の幼稚園園長。
池田市在住。

祝日を充てており、上野小のグラウンド

きたい」と口をそろえた。（早川方子）

り知られていませんが、地球上で白目が

五月山での様々な自然体験などを提供。

白目と黒目は？

意外とわからないものです。

が使えない時は校区内の第

はっきり認識できるのは人

十一中学校や豊中高校で行

間だけ。それには理由があ

われる。チームのモットー

ります。

は、あいさつをする、道具

もしあなたがシカで、ト

を大切にする、大きな声を

ラと目が合ったらどうしま

出すこと。鮎川さんは「試

すか？

合に勝つことより、子ども

しかし、目が合うというの

たちの成長が目標です」と

は、白目がないとわかりま

語る。

せん。トラはシカが見てい
ないとわかれば襲ってきま

時にサカタスポーツ杯で優

すが、黒目だけではそれが

つの大会で準優勝の経験を

「勝つぞ！」と大きな声を上げながらガッツポーズをする部員たち

思表示を大切にしているという説があり

ます。人にしかできないコミュニケー
ション。大切にしていきたいですね。

逃げますよね？

６年生チームは５年生の

勝した強豪で、ほかにも３

ウルウルし

わからないのです。目線を
知られることは、食べる側

池田市東山町で撮影したモリアオガエル。目はどうなってる？

お問合わせ先

間寛平さんが講演 ７月６日に池田市民文化会館で

TEL：06-6346-8255
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阪大へ恐竜を見に行こう① 化石が結んだ縁

（社）池田青年会議所は創立５０周年

込みは住所、氏名、年齢、参加人数を

７月２０日から８月３１日まで、大阪

彼の名を知らない化石愛好家はいない。

記念事業として７月６日、タレントの間

明記してファクス（０７２－７５１－

大学総合学術博物館（豊中市待兼山町）

また、和歌山県立自然博物館学芸員の小

寛平さんを招き、講演会「でっかい夢を

８５３６）またはウェブ (http:// www.

で、ミニ企画展「日本にいた！『絶滅』

原正顕さんとは、子どものころから一緒

実現できる理由～アースマラソン裏側全

ikeda-jc.com/) で。

古生物」が開かれる。博物館の伊藤謙さ

に化石採集に行った仲だ。ダイナミック

んに、化石や恐竜の魅力を伝えてもらう。

で動きのある古生物を描くイラストレー

（早川方子）

部見せます～」を池田市天神１、池田市

民文化会館アゼリア大ホールで開く。

＊

＊

＊

ターの川崎悟司さんは、宇都宮さんから

間さんは１９８６年、３７歳でマラソ

私が化石の魅力にとりつかれたのは小

ンを始めた。５２歳の時に、ロッキー山

学生の時だ。化石収集が趣味だった大学

化石という「縁」で結ばれ、情熱をと

脈で行われた１００マイルマラソンに参

教員の父と、国内のみならず、海外へも

もにする仲間が、所属や身分に関係なく

加したが、制限時間をオーバーし、体力

採集に行った。しかし、私の専門は薬学。

力を出し合い、今回の展示は行われる。

の衰えを実感したという。６０歳までに

あくまでアマチュアの化石好きだ。そん

【伊藤謙さん】大阪大学総合学術博物館

誰もやったことがない事をやろうと思

な私が今回の展示企画を進められたの

研究支援推進員、京都漢方研究会理事。

い、マラソンとヨットで世界１周する

は、
「好きこそものの上手なれ」の精神と、

石薬や緒方洪庵の薬箱のほか、マチカネ

多くの化石仲間の力による。

ワニ化石も研究

「アースマラソン」を計画。２００８年

１２月に大阪をスタートし、２０１１年

若いころから出入りして

１月、
約４万１０００キロの旅を終えた。

いた、正倉院石薬研究で著

講演会では、スポンサーがつくまでの

名な故・益富寿之助博士に

苦労、アースマラソン中の仲間の協力、

よって設立された益富地学

がんが見つかってからの家族のサポー

会館（京都市上京区）は、

ト、そして道中の裏話などを話す。

化石研究者だけでなく、化

講演は午後２時～４時（１時半から受

け付け）
。無料。先着１０００人。申し

の紹介で懇意になった。

講演に関する問い合わせは、池田青年会議所（072
－ 751 － 8175）へ

石を趣味とする者も垣根を
超えて集う。今回の協力者
の１人、宇都宮聡さんとは、

阪急ものしり帳⑳ 交通広告①

そこで知り合った。サツマ
ウツノミヤリュウの発見な

広告の交換は原則的に車庫で行う。箕

ど、会社員をしながら次々

阪急電鉄によると、１９１０年３月１０

面線だけは箕面駅か石橋駅がほとんど。

と大きな成果をあげてきた

日に箕面有馬電気軌道（阪急の前身）が

作業員が１両に２４枚、１編成８両を５、

営業を開始した際、駅に張り出した開業

６分ですませるという。

駅や車内の広告を「交通広告」と呼ぶ。

（梶川伸）

ポスターがそのルーツだという。

左から宇都宮さん、伊藤さん、川崎さん。手にしているのは川崎さんが
手がけた展覧会のイラストポスター

心の花束⑭ 故人をしのぶコチョウラン

阪急電鉄の社史「７５年のあゆみ（写

四十九日にお供えする花束を作りまし

真編）
」には、当時の駅張りポスターが

た。前回作った花束を気に入ってもらっ

載っている。うちわを持った美人の絵の

たようで、「今回は雰囲気を変えて」と

横に、
「大阪梅田

いう要望でした。

箕面電車」
「箕面公園

ヘハ僅カ三十分」
「寶（宝）塚温泉ヘハ

大切な人をしのぶ供花なので、心が和

往復一時間半」の文字でＰＲしている。

むようなやさしい仕上がりを目指しまし

１９２０年の神戸線開業に伴い、新聞

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

た。上品なコチョウランをメーンにし、

掲載した広告が面白い。キャッチフレー

涼やかなトルコキキョウで季節感を出し

ズは「綺麗（きれい）で早うて。ガラア

ました。カーネーションやユリ、洋菊を

キで眺めの素敵によい涼しい電車」
。

合わせて仕上げています。「爽やかであ

車内広告も当初は自社ものだったが、

タイトルは「夏の
涼やかなお供え
花」

りながら豪華」と笑顔が返ってきました。

阪急電鉄広報部によると、１９７０年に

【花の部屋】豊中市本町 4-1-28 ▽電話

中づり広告が一般に開放された。阪急ア

風景印で街歩き⑭ 豊中郵便局

ドエージェンシーが担当する。基本とな

るＢ３サイズは、月曜から金曜の間の２

日間で８４万４０００円。１１８９両の

全車両に１枚ずつ掲示される。

今回からは豊中市内の郵便局を紹介す
箕面有馬電気軌道の開業広告（阪急電鉄提供）

る。まずは国道１７６号沿い、岡上の町

すが、地域の皆さんと密な関係を作りた
い」
と意気込む。

（礒野健一）

の豊中郵便局だ。風景印には服部緑地に

空美ちゃん・空港へ行く④ 地下に雨水貯留管
大阪空港の地下に巨大な雨水貯留管が

まった」
と話す。月２回は機械を点検し、

ある。空港周辺は１９９０年代に３度、

年に数回は地下にトラックを入れ、土石

豪雨による浸水被害を受けた。１９９４

を取り除くなどの清掃をする。

ある日本民家集落博物館の合掌造り民家
と、毎年１０月に開かれる原田神社の獅
子（しし）神事祭を描く。
郵便担当課長の大谷雄一さんは、半年
ほど前に岡町駅近くへ引っ越してきたば
かり。「獅子舞いが家の前を練り歩き驚

年９月にはターミナルビルの地階が浸水

滑走路は中央部を高くし、１．０％の

し、空港機能が停止した。２００８年に

「拝み勾配」を採用して、水がたまらな

いた」と話す。夏には感謝デーとして、

完成した貯留施設は、直径５．７５メー

いよう設計されている。滑走路脇には上

金魚すくいなどのイベントも予定してい

トルの管を１．８４キロメートルに渡り、

部が皿型に開いた排水管を７６カ所に点

る。中村敬三副局長は「大きな集配局で

空港東側の地下１３～１８メートルに設

在させている。空港内の雨水は、通常は

置したもので、約４万５０００立方メー

幹線水路から猪名川へ流す。（進藤郁美）

トル（５０メートルプール

３０杯分）をためることが

できる。

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜２７＞土田義昌さん
池田市の伏尾台西公園に彫刻家、土田

時の緊張感。より複雑な彫刻ができる

義昌さんが作った「進化の景色Ⅹ Ⅷ」

雪」
。両方の面白さを語る。
（進藤郁美）

貯留管は、空港内の雨水

がある。土田さんは気体や液体といった

と、豊中市、池田市、箕面

捉えようがないものを形にしようと考え

市から猪名川へ排出する水

た。水は触ったり、味わったりすること

路の水を大雨の時に一時的

ができる。しかも、人は水が無くては生

に貯留する。水の量は空港

きられないと、人が営む時間を水で表現

からが２１．３％で、周辺

した。氷が溶けて水になり、やがて揮発

流域からが７８．７％。新

する様をイメージしたと説明する。

関空会社施設・運用部の米

水と自然をテーマにする土田さんはこ

田 修 之 さ ん は「 こ れ ま で

の１０年、永遠に残る石と、消えて無く

最大で１万立方メートルた

管理棟から点検口をのぞく。この下に貯留管が通っている

「大切な人への暑中見舞いを、風景印で出してみて
ください」と中村さん

なる雪像彫刻を手掛ける。「石に向かう

池田市の伏尾台西公園にある土田義昌さんの「進化
の景色Ⅹ Ⅷ」

2013. 6.13 vol.52

お問合わせ先

83.7MHz ＦＭ千里の声㉜ 桜井美智子さん

◆「桜井美智子とＴｅａ Ｆｏｒ Ｔｗｏ」

（火曜１１時～）担当
フリーアナウンサーという肩書きとと

もに、日本舞踊若柳流師範・若柳青とい

とした桜井さんの言葉が印象的だった。

６月２９日に石橋駅に近い池田市民文

「ふたり会」は１０回目の今回が最終

（礒野健一）＝コミュニティＦＭ千里木

化会館アゼリアホールで、落語家の笑福

章。「１０年をひと区切りに、新しいこ

曜午前１１時から、マチゴトの記事を紹

亭三喬・林家染二「ふたり会」がある。

とに挑みたい」と目を輝かせる。

介する「まるごと・マチゴト」放送中

三喬さんにとって石橋は、師匠・笑福
亭松喬さんに弟子入りした当時からの思

カラオケ教室の講師など、多彩な活動を

い出の場所だ。「もう３０年前になりま

続けている。番組では、そうした中で知

すか。近くに師匠が住んでいたので、住

り合った人たちをゲストに招き、豊富な

み込みではなかったですが、よく通いま

話題を届けている。

した。なじみの店は保呂酔（ほろよい）
っ

日本舞踊は５歳から習い、１７歳で名

て居酒屋。当時から人も場所も変わらず、

取となった。活動の場は国内だけでなく、

そこのお母さんは『石橋のシーラカン

カナダやマレーシア、ミャンマーなど、

ス』と言われてます」と笑うが、三喬さ

海外公演も多い。
「単にデモンストレー

んはまったくの下戸。「若いころはいつ

ションを楽しんでもらうだけでなく、日

も運転手役」だったそうで、今も落語会

本文化を学ぶ教育的なプログラムも盛り

の打ち上げは基本的にやらない。しかし、

込んでいるので、これをきっかけとした

なぜか石橋ではやるという。「何でやろ。

交流が生まれたらうれしいですね」とほ

ゴチャっとした街の感じが、落語に出て

ほ笑む。

来そうでおもろいんかな」と首をひねる。

多くの弟子も抱えるが「師は孤独であ

会人落語家が出演するイベントも多い。
街ができたころから千里に住む。「なかなか時間が
ないが、万博公園の日本庭園を歩くのが好き」

豊中運動場１００年② 観客誘致策実り大盛況
現在の高校野球、高校ラグビー、高校

（礒野健一）

落語の街を掲げる池田では、学生や社

るべき」と考える。
「絶対的な公平性と

る。一線を引いた関係が適切」
。凛
（りん）
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若き日の思い出の街・石橋 笑福亭三喬さん

う顔も持つ桜井美智子さんは、ほかにも

いう大前提の中に、適正な不公平もあ

TEL：06-6346-8255

ていた。

大学の落語研究会出身の三喬さんは「彼
らがあってこその落語文化」と応援する。

郵便局長会が池田市でクリーンアップ大作戦
豊能地区郵便局長会が５月２５日、池

サッカーの発祥の地であり、陸上選手権

箕面有馬電気軌道は、豊中運動場に事

大会や社会人野球、日米野球の原点にも

前予約制の無料団体観覧席を設けたり、

なった豊中運動場。今年が開場１００年

梅田―豊中間の往復割引切符を販売した

これは豊能地区の特定郵便局長が、毎

にあたる。

り、スポーツ大会に合わせて宝塚新温泉

年この時期に行っている活動で、今年で

田市内で道の清掃活動「クリーンアップ

で記念イベントを開くなど観客誘致策を

８回目。昨年は曽根駅から服部緑地公園

次々と打ち出した。おかげで、大会が開

に至る道で行われた。今回は池田駅前て

気軌道は１９１０（明治４３）年３月に

かれれば駅は乗客であふれ、観客が大挙

るてる広場に家族らを含め１１５人が集

梅田―宝塚間と支線の箕面―石橋間で営

して詰めかける大盛況が続いた。

まり、３ルートに分かれて五月山公園ま

業運転を開始。関西では各地で私鉄の開

ほとんどのスポーツ大会が学校の校庭

業が相次いだが、箕面有馬電気軌道の沿

で行われていた時代。本格的な総合多目

池田畑郵便局長の坂田博さんは「パッ

線は田畑や雑木林が延々と続き、人家は

的グラウンドは全国初だった。東京では

と見ではきれいな道でも、歩道の脇や側

まばらだった。そのままでは採算性は厳

１９０９年、東京湾の埋め立て地に羽田

溝のふたの継ぎ目には、たばこの吸い殻

しかった。

での道を清掃した。

運動場が建設された。当初は野球場だっ

などがたまっている。植え込みの中など、

そこで打ち出されたのが大規模な住宅

たが、後に陸上競技場も整備されてス

見えにくい部分にもごみは多い」と、細

地開発と娯楽施設の建設。大阪市内で増

トックホルム五輪の予選会場として使わ

かいところまでチェックしながら、ごみ

え始めたサラリーマン層をターゲットに

れたり、遊園地や海水浴場が併設された

を拾い集めた。約１時間後に五月山公園

利用客を新たに生みだそうというもの

総合娯楽施設として人気を集めた。

に到着すると、集まったごみ袋は数十袋
に達し、参加者は「みんな、よく拾った

娯楽施設としては、１９１０年に箕面動

に水はけが悪く、試合中に地中からシャ

物園、翌１１年に宝塚新温泉を相次いで

コが飛び出してくるようなグラウンド

郵便局長会副会長で、豊中庄内西郵便

開設、現在の宝塚歌劇団につながる宝塚

だった。１９１６年の水害で大きな被害

局長の辻由郎さんは、「こうした活動だ

唱歌隊も誕生した。豊中運動場もその中

を受けるなどして衰退する。関東での本

の１つとして開設されたものの、単なる

格的な総合グラウンドの誕生は、神宮外

娯楽施設ではなく全国のアスリートを集

苑競技場が完成する１９２４年まで待た

めるスポーツの殿堂としての期待を担っ

なければならなかった。

羽田運動場で 1911 年に行われたストックホルム五輪予選会

（松本泉）

便局でありたい」と汗をぬぐった。

（礒野健一）

豊中運動場は箕面有馬電気軌道（現阪

しかし、交通の便が良くなかったうえ

けでなく、これからも地域に貢献する郵

大作戦」を行った。

急電鉄）が建設し運営した。箕面有馬電

で、当時としては画期的な手法だった。

趣味は「喫茶店で世間話」
。行きつけの店で長い時
は数時間しゃべり、ネタのヒントを得る

なあ」と感心していた。
池田市役所前の歩道で清掃活動する参加者

ハーブで暮らしを楽しむ㉘
今年は早く梅雨入りしましたね。この

食卓を拭く時に使用したり。キッチンの

時期になると気になるのが、食中毒。実

ゴミ箱周りや部屋干しなどの嫌な臭いを

は冷蔵庫の中でも菌の繁殖は止まるわけ

やわらげることもできます。アロマテラ

ではなく、ゆっくりと増えているそうで

ピーは癒しだけでなく、生活の中で私た

す。キッチンは口に入るものが触れる場

ちを助けてくれるアイテム。
工夫次第で、

所なので、植物性のもので除菌したいで

香りは力強い主婦の味方になります！

すね。そんな時に活躍するのがペパーミ

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブの小さ

ント。精油には多かれ少なかれ殺菌効

な 学 校 Mrs. Lavender 代 表 ▽ http://

果がありますが、ペパーミントはＯ－

mrs-lavender.com/

１５７に強い殺菌効果があ
ることで知られます。これ
を使って、夏に大活躍のス
プレーを作りましょう。
【作り方】①小さじ１の酢
にペパーミント精油を５滴
加 え、 ② 大 さ じ ３ 杯 の 水
を①に加えたら、スプレー
の出来上がり！

冷蔵庫の

掃除に使ったり、炊事の終
わったシンクにシュシュッ
としたり、使い終わったス
ポンジにひと吹きしたり、

わが家では夏の間、ミントはハーブもアロマもたくさん使用します。暑
い夏を乗り切るためにもミントの個性を存分に利用したいですね！

お問合わせ先

豊中、池田でもパスポートの取得が可能に

TEL：06-6346-8255
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ひきこもりの相談会 くらしかんで７月６日

６月３日から豊中市、池田市でも海外

案内書を配布している。豊中市、池田市

不登校やひきこもり、障がい、未就労

どの問題を抱えていて、専門家による支

旅行の際に必要なパスポートを取得でき

ともパスポートの新規申請の場合１０営

に悩む若者とその家族らを対象とした講

援やトレーニングを必要としていること

るようになった。パスポートの申請や受

業日（府のパスポートセンターは６営業

演会と相談会「生きづらさを抱えた若者

もある。本人でなくとも、まずは家族が

け取りなどの発給業務は２０１２年１０

日）で、パスポートを発行する。

の居場所を考える」が７月６日午後１時

講演会に参加することで社会参加への

月から、希望する自治体に大阪府が権限

池田市役所に申請に訪れた池田市の宮

から、豊中市北桜塚２、生活情報センター

きっかけにしてほしい」と話している。

を移譲しており、北摂地域ではすでに高

本正雄さんは「娘に今年の７月にヨー

くらしかんで開かれる。ホリスティック

参加費１０００円。申し込みは、電話

槻市、箕面市が業務を行っている。

ロッパに行こうと誘われ、パスポートが

教育実践研究所長の金香百合さんが、
「生

０６－６８４２－７１２９▽ファクス

豊中市は、阪急蛍池駅前にあるルシ

必要になり申請に来ました。最初は大阪

きづらさを抱えた若者が、家から１歩出

０６－６８４２－７１３９。席に空きが

オーレ（蛍池中町３）内に豊中市パス

府に問い合わせたのですが、池田市で６

ていける道筋と居場所について」をテー

あれば当日参加可。

ポートセンターを開設した。申請は月曜

月から窓口申請が可能になるということ

マに講演を行うほか、豊中市地域就労支

～金曜午前９時～午後４時半。交付は月

を聞き、今回利用しました。市役所でパ

援センターなど１０団体が会場にブース

曜～金曜午前９時～午後７時と、日曜午

スポートが取れるのはとても便利」と話

を設けて来場者の相談にあたる。

前９時～午後５時。問い合わせは同セン

していた。

ター０６－６８４２－２６１１へ。申請

（早川方子）

講演会と相談会を主催するのは、ＮＰ
（進藤郁美）

Ｏ法人ＺＵＴＴＯが運営する「若者居場

書や案内書は同センターの

所工房

ほか、市役所や出張所、サー

で、ひきこもりの若者に社会参加を促し、

ビスコーナーなどで配布し

就労を支援する活動をしている。

ている。

ぐーてん」（豊中市庄内西町４）

内閣府によると、全国のひきこもり

池田市は市役所総合窓口

の若者は予備軍を含め約２２５万人

課にパスポート窓口を置い

（２０１０年度の調査）。豊中市だけでも、

た。申請は月曜～金曜午前

予備軍を含め２万から３万人いるといわ

９時～午後４時半。交付は

れている。金さんは「ひきこもりの問題

月曜～金曜午前９時～午後

は保護者が１人で悩み、しかも５年から

５時１５分。問い合わせは

１０年の長期に渡り、対策をとれないま

池田市総合窓口課０７２－

までいること」と指摘する。そして「ひ

７５２－１３３０へ。市役

所や石橋プラザで申請書、

蛍池市民サービスコーナーをリニューアルして開設した「豊中市パス
ポートセンター」

ロマンチック街道 商店会が月１度、花の世話

きこもりの若者は単なる怠けものとの偏
見を持つ人もいるが、実は発達障がいな

講師の金香百合・ホリスティック教育実践研究所所
長

本間先生のフォーラムを３５人が聴講

豊中市西緑丘１の豊中亀岡線「ロマン

ラ新大阪緑丘店や太鼓亭など商店会の会

「マチゴト豊中・池田」が主催した地

ん性物質をからめ取ってくれる。多すぎ

チック街道」沿いに、幅約２メートル、

員と、大阪府池田土木事務所の職員らも

域健康フォーラムが５月２６日、豊中市

ると便が硬くなるので、水分をよく取る

長さ約７０メートルの花壇がある。アジ

参加し、
くわを使って雑草を取り除いた。

玉井町１、とよなか男女共同参画推進セ

こと。適度な運動で排便もスムーズにな

サイ、パンジー、ビオラなどが花壇全体

２１世紀の会は「地域がひとつになった

ンター「すてっぷ」で開かれた。市民ら

ります」と答えた。参加者からは「質問

に咲き乱れている。
アジサイは数が多く、

街づくり」を掲げており、事務局の辻本

３５人が聴講した。

のコーナーが特に楽しかった」などの声

６月いっぱい楽しめるという。

浩子さんは「花の世話が好きな方、手

本間太郎・豊中緑ヶ丘病院長が講師を

ロマンチック街道は、
十数年前から
「豊

伝ってください」とボランティアを募集

務め、大腸がん治療の基礎知識や、術後

中ロマンチック街道２１世紀の会」
や
「豊

している。希望者は辻本さん（０９０－

の化学療法についてわかりやすく説明し

中ロマンチック街道商店会」といった団

５３６２－５２０４）へ。 （早川方子）

た。また腸内の善玉菌と悪玉菌について

体が中心となり、街路樹の

も話し、「おならが臭いのは悪玉菌が原

世話などの整備を進めてき

因。善玉菌を増やすために、ヨーグルト

た。花壇の場所は、もとは

や漬物などを食べて」と、食生活が腸の

フェンスで仕切られ、雑草

健康を左右すると訴えた。

が聞かれた。

（早川方子）

質疑応答の時間には、腸に関するさま

が生い茂っていたという。

２１世紀の会と商店会が豊

ざまな質問があった。ある女性が「食物

中市と交渉してフェンスを

繊維を取ると、便が細くなった気がする」

取り除き、植物を植えた。

と話すと、本間さんは「食物繊維は発が

アルコールについては「ビールをやめてワインを飲
む、量を減らすなどの工夫を」と助言する本間さん

毎月第１木曜日午前１０時

マチゴトの配布スタッフを募集、石橋・豊島地区

に集まり、ボランティアで

雑草抜きや水やりなど花の

世話を続けている。
６月６日はトヨタカロー

雑草だらけの空きスペースが美しい花壇に生まれ変わった

池田・緑丘小学校でプール開き 一足早く夏気分

地域密着新聞「マチゴト豊中・池田」
は、ポスティングスタッフを募集してい

問い合わせ、申し込みは池田市天神

ます。決められた地域に、１～３日間で

１－１０－１９、毎日新聞石橋販売所

マチゴトを配る簡単な仕事です。主婦や

（０７２－７６１－８１３７）で、午前

学生の方も歓迎します。

１１時～午後７時です（日曜、祝日を除

池田市緑丘２、市立緑丘小学校（大西

ちは大の字で浮かんだり、ジャンプした

配布地域は池田市の▽石橋４▽八王子

康夫校長）で６月３日、市内の小学校の

りして水遊びを楽しんでいた。最後はク

▽豊島北▽豊島南です。配布枚数に応じ

トップを切って、プール開きがあった。

ロールなどをして、今年最初のプールの

午前中は水温が上がらず、水泳授業を見

授業は無事に終了した。各小学校も順次

送っていたが、午後から太陽の日差しが

プール開きする。＝情報提供・池田市（進

強くなり、気温２８度、
水温２６度になっ

藤郁美）

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

た。午後２時５０分から始まる６時間目

ての報酬になります。

きます）
。

（編集長・梶川伸）

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。

に５年生の児童５２人がプールで初泳ぎ

を楽しんだ。

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

最初の授業となるこの日は水に慣れる

内容になった。初めに教諭からプールに

入る時の注意事項や水の危険、体調管理

の重要さなどを聞いた。その後、準備体

操をし、水かけやシャワーを浴びると

「冷たい」
「気持ちいい」
「
「早く入りたい」

と歓声を上げた。
教諭の合図でプールに入ると、児童た

今年初めての水泳の授業を楽しむ児童たち＝池田市
立緑丘小学校で

着付教室 蛍池駅１分
お持ちの物で即お稽古・見学自由
月〜土／月４千円／入学金３千円
蛍池 浪速きもの学院 06-6843-1441

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

豪快な海鮮丼 ぎょっぷ

TEL：06-6346-8255
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編集長のズボラ料理(41) ワサビ味はるさめ

開店させたいと語り、「ぎょっぷの海鮮

はるさめは大したもんだ。そう思った

魚介を豪快に盛り付けた海鮮丼が名物

丼で日本を席巻したい」と大きな夢を描

のは、中華料理店で初めて、ひき肉のレ

縁の下の力持ちとして、脇役に耐えてく

だ。魚屋「魚富水産」が手掛ける店で、

いている。

タス包みを食べた時だった。随分と昔の

れている、はるさめ様のおかげなのだ。

ことである。

感謝、感謝。

豊中市豊南町南３の「ぎょっぷ」は、

は最初、
親の企みに気づかない。それも、

ランチは１番人気が極上海鮮丼で、下

メージした店内になっている。魚富水産

の白いご飯が見えないほど赤エビやタ

この料理はたいてい、揚げたはるさめ

しかし、やがて子どもは親の企みに気

社長の中島年生さんは「魚以外ええとこ

イ、イクラ、カンパチ、ウナギなど１０

がバラバラに砕いてあり、その上に炒め

づく。そうなると、スプーンを浅く入れ

おまへん」と、にんまり顔を見せる。

種類の魚介が豪快に盛り付けられてい

たひき肉が乗っている。ひき肉は、細か

て、ひき肉だけをかっさらっていく。僕

ぎょっぷは「魚富」の読み方を変えた

る。ご飯にはつゆがかかっていて、卵の

く切ったタケノコやタマネギと一緒に炒

は酒を飲んでいるから、
食べるのが遅い。

だけと中島さん。茨木市の大阪府中央卸

黄身が隠れていた。モズク酢、冷ややっ

めてあることもある。

いつしか、大きな皿にははるさめだけが

売市場で働いた経験があり、自身の目利

こ、みそ汁、そばが付いて１５００円。

きで毎日、中央市場で新鮮な魚を仕入れ

他にも酢めしを使い、エビ、ホタテ、ウ

をスプーンですくい、レタスに包んで食

て食べる。感謝の心は悔しさに変わる。

ている。また、兵庫県新温泉町の浜坂漁

ニ、サーモンを乗せた北海丼（１５００

べる。レタスのシャキシャキとはるさめ

これも、はるさめが添えものの地位に甘

港からも、水揚げされたばかりの魚が直

円）や焼き魚定食、煮魚定食（７００円）、

のポリポリで、いくらでも食べられる。

んじているからだ。

送され、自慢の海鮮丼のネタになる。

造り定食（７５０円）など１８種類ある。

２人の子どもが小さいころは、家でも

そこで今回は、長い下積み生活をして

店では鮮魚の販売もする。 （進藤郁美）

よく作った。作り出すと、しょっぱなか

いるはるさめを、主役に抜擢することに

ら、
「大したもんだ」と思う。わずかな

した。強いだしをとり、白しょうゆを少

量の固いはるさめを、熱した油の中に入

し入れる。それにチューブ入りのワサビ

れる。瞬間的に、ぼう大に膨れ上がる。

を大量に絞り出し、よくかき混ぜて、ボ

ビッグバンでも起きたのかと、その成長

ウルに入れておく。はるさめをゆでて柔

率に感動する。当然のことながら、材料

らかくし、だしワサビのボウルに千切り

費は安い。

にしたワカメとともに入れ、しばらく置

人を驚かせるような面白みのある商売

庄内駅

をしたいと考え、店で出す料理は見た目

の驚きに加え、魚介のおいしさをとこと

るという。
「お客さんを喜ばせることに

夢中になりすぎて、
もうかりません」と、

苦笑する。

ジャパン●
豊中南警察署
阪急バス
豊中
（営）●

丼を位置付けたい」と考えている。その

ための次の一歩として、年内に２号店を

ぎょっぷ

阪
急
宝
176
塚
線

かっぱ寿司●

豊中豊南町
南郵便局

●

道田橋

エディオン
ライフ●

ニトリ●

水谷 ●
ペイント

神崎
川

のランチのローテーションの中に、海鮮

Ｎ

ガスト
豊中南店

●

パチンコ&
スロット
●チャンピオン
●交番

豊南保育所●
●

「自分にとって、魚は相棒」と話す中

島さんは「牛丼やラーメン、カレーなど

湯川
家具
●

豊南小学校●

高川

ん味わってもらえるように心を砕いてい

TSUTAYA

●

神崎刀根山線

大漁旗や網などを飾り、漁港の食堂をイ

菰江

阪急三国駅、庄内駅から徒歩約 15 分

豊中市豊南町南 3 － 8 － 9 ▽ 11 時半～ 15 時、17 時～ 23 時▽不定休▽ 06 － 6336 － 9800

食べる時は、ひき肉とはるさめの両方

残る。仕方がないから、肉汁だけをつけ

盛りつけの際にも、大いに喜ばしてく

いて味をしみ込ませる。はるさめを皿に

れる。それは、ひき肉とはるさめの量の

盛り、
青ノリの粉をふりかけて完成。
堂々

割合だ。ひき肉はちょっとでも、はるさ

たる主役である。
しかも、
主役に払うギャ

めを大量に敷いているので、全体はボ

ラは、たかが知れている。まあ、１人芝

リュームたっぷりに見えるのだ。子ども

居に近いものではあるが。

（梶川伸）

色合いがさわやかなので、夏向きかも

つまみ食い⑰ ア・テールのフランス菓子

北摂麺大使⑳ 池田市・麺処 葵

ア・テールはフランス菓子の店だ。新

前発酵バターを使うという。先に牛乳を

井和碩さんが２０１２年１１月に開い

発酵させてから作るバターで、風味も香

た。ア・テールは仏語で「地」の意味。

りも格段にいいと力説する。作りたい味

この地に根付くように願って名付けた。

をイメージして、素材を厳選する。抹茶

店主の山本健一さんは「僕はラーメン

「理想は、地元の人に愛される店。夫

新井さんの素材へのこだわりようは舌

にフランボワーズとライチを合わせるな

の素人」と話す。店を出す前にラーメン

婦で食べていけるだけ稼げればいい」と

を巻くほど。バターひとつをとっても、

ど、組み合わせの面白さも新井さんが作

店で修行もしたが、もともとは和食やイ

謙虚だが、
「ラーメンへのこだわりが少

るケーキの特徴。
「これぐらいでいいや」

タリアンの店で働いていた。「今はラー

ない分、自由な発想で色んな味にチャレ

という妥協は全くないときっぱり。大き

メンも、つけ麺や和え麺などバリエー

ンジしたい」と、創作意欲はどん欲。こ

な体で宝石のようなケーキを生み出して

ションが増えた。自分が持つ料理の引き

れからも目が離せない。

いる。ケーキのほかショコラ、焼き菓子

出しを使って、枠にとらわ

などもある。

（進藤郁美）

れないものを作りたい」と

アールグレイと
キャラメルにプラ
リネ、オレンジな
どを組み合わせ
た「 プ レ ジ ー ル 」
（450 円 ） ＝ 右 ＝
な ど ケ ー キ は 16
～ 18 種類

い う。 そ れ ゆ え 看 板 に は

池田市鉢塚の国道１７６号沿いの「麺
（ め ん ） 処 葵（ あ お い ）」 へ 行 っ た。
２０１３年２月オープンの新店だ。

食べごたえ十分。麺のゆで加減なども含
め、とてもラーメン素人などと言えぬレ
ベルの高さと見る。

（礒野健一）

ラーメン屋でなく、麺処と
記した。
今はこってり系の濃厚豚
骨魚介ラーメンがメーンメ
ニューだ。丼から漂う魚介
の 香 り を 堪 能 し、 う ま 味
たっぷりの豚骨スープを味

【 ア・ テ ー ル 】 池 田 市 上 池 田 2 － 4
－ 11 ▽ 10 時～ 19 時▽水曜定休▽
072 － 748 － 1010

わう。分厚いチャーシュー
に半熟煮卵、大きなメンマ
と、トッピングも充実して

【麺処 葵】池田市鉢塚 3 － 1 － 23 ▽ 072 － 761 － 0125 ▽ 11 時半
～ 14 時、18 時～ 22 時半▽日曜定休

お問合わせ先

中高年のピアノ発表会 童謡や演歌を披露
豊中市蛍池中町で中高年を対象にピア

ノ講座を開いている「音楽サロン

くつ

を披露。カラオケ好きの池田市の松田守

TEL：06-6346-8255
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豊中エラブ百合の会 花が育む民間交流
豊中市内の小、中学校や公園で、鹿児

前 田 さ ん は 生 ま れ も 育 ち も 豊 中 市。

さん（７７）は「大阪しぐれ」を演奏した。

島県・奄美諸島の沖永良部（おきのえら

１３年前に初代会長で奄美出身の栄陽一

ろぎ」の代表、吉田寛子さんが、生徒ら

講座は毎週水曜日（午前、午後）と

ぶ）島特産のエラブユリが満開になった。

郎さんに球根をもらい、育てたのがエラ

１４人と豊中市岡町北２の「スタジオ優

各 週 木 曜 日（ 午 前 ）
。無料見学会もあ

民家の花壇や道路脇にもラッパ状の白い

ブユリに関わるきっかけだった。
「純白

菜」で発表会を開いた。

る。問い合わせは吉田さん（０９０－

花が咲き誇り、６月半ばまでが見ごろと

で、甘い香りの花に一目ぼれした」と照

８９８７－８１８９）へ。 （早川方子）

いう。

れながら、会の活動が豊中市と沖永良部

吉田さんは約２年前から阪急蛍池駅前

の「とよなか起業・チャレンジセンター」

エラブユリは沖永良部島で栽培される

島の和泊町との友好都市協定につながっ

（旧蛍池公民館）で音楽講座を開いてい

テッポウユリの俗称で、明治時代に英国

る。ほとんどの生徒が初心者で、この講

人貿易商が在来種のユリに着目して産業

座で初めてピアノに触れた人も少なくな

化、１００年以上の歴史があるという。

ると、
「エラブユリを見て、気持ちがホッ

い。吉田さんは「初心者同士なので気負

開花したエラブユリは「豊中エラブ百

と和んだ」とうれしい言葉もかけても

わず挑戦できるのが受けているようで

合の会」が市に寄贈した２６００株で、

らった。「エラブユリの里はどこかな？

す」と話す。

２０１２年１０月ごろに植え付けられ

と思ってもらえるだけでも民間交流につ

た。

ながる」と、早くも来年咲かせる準備に

発表会では、童謡や演歌などさまざま

なジャンルが演奏された。
「唱歌がひけ

会は２００５年、豊中と奄美に文化の

たら、と思って始めた」という池田市の

花を咲かせようと、奄美出身者らが中心

豊田タカオさん（６５）は「浜辺の歌」

レッスン後はお茶と菓子がふるまわれる。「練習後
のおしゃべりが楽しくて続けている」との声も

たことを喜ぶ。
水やりや草取りなどの世話を続けてい

取りかかっている。

（進藤郁美）

になって結成した。地元から取り寄せた
３０株の球根を豊島公園に植え付けたの
が始まりだった。発足して以来、毎年、
球根を市に寄贈し、植え替えながら、市
内にユリの花を増やしてきた。会長の前
田雄治さんは「４人で結成した会だった
が、少しずつ愛好家が増え、協力してく
れる人が１００人を超えた。そのおかげ
で毎年、ユリの球根を購入できる」と語
る。

6 月 18、19 日に豊中市役所第 2 庁舎ロビーで開く
「エラブ百合写真展」の準備をする前田さん

大阪モノレール大阪空港駅下では 6 月 3 日に開花した。昨年 10 月、新関空会社の社員ら空港従業員が植え、
育てた

草花の一瞬の表情を撮る 幣次三郎さん
池田市伏尾台に住む幣次（へいつぎ）

い。見た人が喜んでくれる、そんな写真

三郎さん（７２）は、停年退職後に始め

を撮り続けたい」。カメラを構えた幣次

た趣味のカメラで、四季折々に美しい姿

さんの目が、真剣さを増した。

を見せる草花の写真を撮り続けている。

（礒野健一）

「その日の天気や、時間による光の加減
など、最高の表情を見せるのは一瞬だけ。
１本の花を朝、昼、晩と撮り続ける」と
話す。好きな花はバラ。雨上がり、滴が
花びらを伝う瞬間を狙う。時にはメジロ
などの小鳥がフレームに入り込み、可愛
らしい表情を捉えることもある。
撮影場所は近くの公園や五月山などが
多い。「伏尾台には３３年住んでいる。
静かで空気もきれいな、住みやすい街」
と愛着を見せる。それでも最近は過疎化
が進んだと話し、
「空き家も多く、見た
目よりも人は少ないですよ」と寂しそう
だ。作品はパネルにして、池田伏尾台郵
便局や、近くの老人ホームなどで展示し、
訪れる人の目を楽しませている。
「最近は花が呼んでいるというか、い
いタイミングで花の前に来ることも多

愛用のカメラを構える幣次さん

2013. 6.13 vol.52

お問合わせ先

池田の行きつけ③ お好み焼き よっちゃん

TEL：06-6346-8255
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販売店おすすめの店④ サマルカンド柴藤

「安くてうまくて居心地もいい、ホン

るので、
ふっくらした食感が特徴だ。「具

サマルカンド柴藤（しばとう）は、船

煮物を組み合わせた六角弁当（１０５０

マにええ店なんです」
。そう言って、今

がたっぷりなのも、食べ応えがあってい

内をイメージした内装があか抜けてい

円、
赤だし、
コーヒー付き）が人気で、
「出

回の行きつけ、池田市菅原町のお好み焼

い」と小石さん。
「味もそうですが、鉄

る。１５席の長いカウンターとテーブル

血サービス」だという。

き「よっちゃん」を紹介するのは、こい

板を囲ってみんなでワイワイやる雰囲気

席。奥には９０人収容の座敷もある。

◇サマルカンド柴藤＝豊中市中桜塚２－

し歯科（栄本町）の小石剛院長だ。

が、
好きなんですよ」と、定番の豚玉チー

４年ほど前、それまで行きつけだった

（梶川伸）

店長の岩本達朗さんは「飲むより食べ

１２－９、新桜塚ビル２階（豊中市役所

てもらう店」と話す。おすすめとして、

前）▽０６－６８４４－１１９４▽１１

お好み焼き屋が休業し、代わりの店を探

【よっちゃん】池田市菅原町２－１４▽

串揚げとすしのセットを挙げた。「ほか

～１４時、１７～２２時【情報提供・毎

してふらっと立ち寄った。
「初めて入っ

０７２７－５４－５３５５▽１７時～

ではあまりない組み合わせでしょう」
と。

日新聞岡町販売所】豊中市岡町北１－４

た時はギョッとしましたよ。店の壁とい

２４時▽日曜定休

ズ焼きをほお張った。

（礒野健一）

前菜、串揚げ８本、にぎり８貫、赤

う壁に、アイドルの写真が

出し、デザートで３６７５

張られてるんです。
『何か

円。揚げたイカの生ウニ乗

ちゃうぞ、この店』って」と、

せ、揚げハマグリに白いあ

その時の印象を思い出す。

ん（銀あん）をかけたもの

「でも、別に店主さんがファ

など、手がこんでいる。「ネ

ンというわけでもないんで

タというネタは１度揚げて

すよ」。店主のよっちゃん

みて、おいしいと思ったも

こと、吉田和男さんに聞く

のを出す」と岩本さん。す

と「壁紙が油で汚れてきた

しは江戸前で、その道４０

から、代わりに張っただけ。

年の料理長、井上博己さん

アイドルなのは、バイトの

が握る。

子の趣味やな」という。
お好み焼きは蒸らして作

よっちゃん（左）と語らう小石さん。店 1 番のおすすめは、直径 35 セ
ンチの「よっちゃん焼き」だ

昼は主婦が多い。刺し身、
天ぷら、焼き物、揚げ物、
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岩本さん（右）と井上さん。串揚げ 10 本のサマルコース 2625 円、釜
飯 1575 円。昼は串揚げ、天ぷら、刺し身の各定食は 1575 円

