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６人の子の母で内科医で
ジャズ歌手 松本直子さん

関西リハビリテー
ション病院では、8
月にスタッフと患者
がともに楽しむ夏祭
りがある。そこで松
本さんの歌声も響く

内

科医をしながら、プロのジャズ

をやりたかった。医者になってからも

手だった。しかし、
「これは自分の選択。

シンガーとしてＤＶＤも出した

あきらめられなかった」と、３０歳を

プロ意識を持たなければ」と気持ちを

――そんな情報を、読者からもらった。 過ぎて音楽学校に通い始める。その時、 新たにした。２０１２年には、アメリ
しかも６人の子を持つ母親ともいう。 既に子どもは４人いたが、母乳で育て

カ・オレゴン州のステージに立ち、本

そんなスーパーウーマンが本当にいる

たいという希望も妥協せず、医者とし

場のミュージシャンとも共演した。最

のか、勤め先の関西リハビリテーショ

ても仕事を続けながら４年半後にデ

近は曲作り中心の活動で、ライブは職

ン病院（豊中市桜の町３）を訪ねた。

ビューを果たす。
「デビューアルバム

場のボランティア演奏会が多い。

彼女の名は松本直子さん。シンガー

が、音楽の専門誌に取り上げられたん

母、医師、シンガーの３つの顔に加

としてはＭｉｓｓ Ｔｕｌｉｅの名で

です。医師の国家資格を取ったときよ

え、今は寝たきりの母の介護もこなす。

活動している。白衣を着ている以外は

りもうれしかったな」と、その時を思

どうしてそれだけのことができるのか

医者というより、完全にミュージシャ

い出して目を輝かせた。

問うと、
「どれも思い詰めない。いい

ンだ。
「親が医者ということもあって

そんな松本さんだが、もともとは恥

医学の道に進んだけれど、ずっと音楽

ずかしがり屋で、人前に出ることが苦

お問合わせはこちらへ
〒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

意味で、ええ加減にやからかな」と、
いたずらっぽい答だった。
（礒野健一）
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試験管サイズの菊 園芸高生が開花に成功
池田市八王寺２、大阪府立園芸高校バ

イオサイエンス科の３年生、眞田遼平君

の大会がある。そちらでもいい花を咲か
せたい」と意気込んでいる。

が、試験管サイズの菊の開花に成功し、

（礒野健一）

研究者の注目を集めている。
植物の突然変異や細胞培養の課題研究

として、眞田君が４月から取り組んでい

た。通常は約６０センチの高さに成長す

るスプレー菊の花弁から培養したカルス

（細胞塊）を２０本の試験管に入れ、約

２カ月後に、１本が開花した。高さは６

センチ、花の直径は２センチほどのミニ

サイズだった。赤紫色の花弁が白色に

なった以外は目立った変形はない。
眞田君は「開花を見つけた時はうれし

かった。珍しい体験をさせてもらった」

と話し、秋には研究成果を論文にまとめ

る予定だ。指導する西村秀洋教諭は、
「今

後は開花した個体をクローン培養し、安

定して生産できるようにすることで、商

品化も目指したい」と話している。
眞田君はバスケットボール部の主将も

務めており、
「８月下旬に高校生活最後

試験管の中に咲いた菊を見つめる眞田君

コンビニ店長が店前で熱唱 施設の子ども支援
豊中市走井２のローソン豊中走井店の

る。
「うれしくなって、だんだんエスカ

前で、
週末になると音楽ライブが始まる。

レートして、
アンプも使うようになった」

店長の前川和久さんが児童養護施設の子

と話す。時々、近くで働く音楽好きも加

どもを支援しようと、２０１２年秋にギ

わる。４～５時間歌いっぱなしの時もあ

ターを手に歌い始めた。歌の合い間に、

るそうだ。
「ライブが店の売り上げアッ

「親と生活できない子どもが全国に３万

プには、つながっていません」と苦笑し

人以上いる。不要な子ども服やおもちゃ

ていた。ライブ時間は店のフェイスブッ

を、近くの施設に届けて」と訴える。

ク（https://www.facebook.com/lawson.

前川さんは５年ほど前に、生まれて

hashirii）で案内する。

（進藤郁美）

すぐ病院から施設に行く赤

ちゃんがいることを知って

ショックを受けたという。

「自分の子どもと同じよう

に守らなければ」と、「大

げさじゃない」使命感のよ

うなものがわき上がった。
店前の府道は渋滞するこ

とが多く、熱唱していると、

車の中から手を振ってくれ

る人、ピースサインや親指

を立てるジェスチャーで

笑顔を向けてくれる人もい

音楽活動する時は「まーきぃ」と名乗り、豊中市内の障害者施設や老人
ホームなどでもライブを開いている

身近な法律相談⑨ 自転車での事故

西田あつ子さん 猪名川に響かせる迫力の歌声

歩道を自転車で走行中に事故を起こ

して備えることが大切です。個人賠償保

池田市の夏の風物詩となった「ジャズ

し、歩行者にけがをさせたという相談を

険への加入を生徒の自転車通学を認める

ピクニック ｉｎ 猪名川」が８月１０日、

受けることが多くなっています。

条件としている学校もあるようです。
【千

猪名川運動公園で開かれる。そこで大塚

の音楽を学んだ。
「自分の歌の発音は本

里中央法律事務所

善章らベテランジャズマンの演奏に合わ

当に正しいのか、確かめたかった。その

せて歌うのが、西田あつ子さんだ。

結果、私の声は黒人歌手よりも大きいと

自転車は手軽な移動手段ですが、道路

大山七重弁護士】

交通法上は、自動車や自動二輪と同様
「車

するようになった。
１９８９年に渡米して９年ほど、本場

両」にあたります。歩道と車道の区別の

兵庫県尼崎出身の西田さんは、子ども

ある道路では、車道を通ることが原則と

のころから合唱団で活動していたが、
「ソ

猪名川ジャズは野外コンサートなら

され、例外的に歩道を通ることが認めら

ロで歌いたい」という思いが強く、高校

ではの、開放感あるステージが魅力だ。

れている場合にも、車道寄りの部分を徐

でロックバンドを結成。活動を続ける

１０面にチケットプレゼント
（礒野健一）

行し、歩行者の通行を妨げる場合には一

うち、ジャズボーカルの依

時停止する義務を負っています（道路交

頼が舞い込んだ。
「バイト

通法第６３条の４）
。そのため、歩道上

代もいいので飛びついたん

で自転車が歩行者にけがをさせた場合、

だけど、当時はスタンダー

自転車側の過失が１００％とされること

ドジャズはほとんど知らな

が多く、数千万円の損害賠償金の支払い

い。 何 と か １ ０ 曲 覚 え て

を命じられることも珍しくありません。

行ったけど、後でかなり怒

どんなに注意をしても事故を完全に避

られた。それが悔しくて、

けることはできません。万一の場合に備

１年後には１００曲をマス

え、個人賠償保険に加入することをお勧

ターした」と、負けん気を

めします。自動車と異なり、自転車には

見せる。やがて実力が認め

自賠責保険のような強制保険がありませ

んので、自転車に乗る１人ひとりが意識

いうこともわかった」という。

【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

られ、神戸のライブハウス
を中心に毎日のように出演

猪名川ジャズでは、池田市在住の粂昌宏さんが作詞した「猪名川よ」も
歌う。「私なりのアレンジでね」

お問合わせ先

わが家の宝もの

実咲ちゃんは５カ

萌花（ほのか）ちゃ

月の女の子。３人

ん は １ 歳 １ カ 月。

姉 妹 の 末 っ 子 で、

４歳のお兄ちゃ

梅干しをつけたことはありません。今年

お母さんによる

んがいますが、お

は、買い物で見かけた青梅がとてもおい

と、
「姉妹の中で

兄ちゃんより気が

しそうに見えたこともあり、梅干し作り

１番静か」で「空

強くてやんちゃだ

に挑戦することにしました。青梅の袋を

気を読む子」なん

そうです。いろん

開けたとたん桃のにおいがプ～ンとし

だそうです。例え

なことに興味を持

て、香りに酔いしれてしまいました。そ

ば「ここは静かに

ち、しかも怖いも

こで、思い起こしたのはこの絵本。題名

しないと」という場では、ちゃんとおと

のなし。
「お兄ちゃんはおとなしいんだ

にある３種類の木はみんなバラ科です。

なしくしているんだとか。実咲ちゃん、

けどねえ」とお母さん。

香りが良いわけだ！この作品は色々な作

【もものき

なしのき

プラムのき】

私は桃と梅干しが大好きです。でも、

品の主人公が隠れています。見つけられ

わが家の宝もの
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子どもと楽しみたい絵本 よちよち編㉞

わが家の宝もの

まだ赤ちゃんなのにすごい！

TEL：06-6346-8255

るかな？私は、梅白酢があがってきたの

を見て、
にんまり。
（絵本を楽しむ会・Ｍ）

「もものき なしのき プラムのき」作：ジャネッ
ト＆アラン・アールバーグ 訳：佐藤凉子（評論社）

子どもと楽しみたい絵本 てくてく編㉔

わが家の宝もの

【エリザベスは本の虫】

無駄です）には、舌を巻きます。エリザ

８月で４歳になる

１歳 １ カ 月 の 悠

汐里（しおり）ちゃ

里（ゆうり）ちゃ

んは、悠里ちゃん

んは、お母さんに

娘が東京から帰省しました。その間、と

んでいる姿はエリザベスそっくり。エリ

の お 姉 さ ん で す。

よると「自由人」。

にかく友だちとの食事会に出かけたり、

ザベスの家みたいに、本が多くてドアも

妹思いで、手のか

お姉ちゃんの汐里

買 い 物 に 出 か け た り と 大 忙 し の 毎日。

開けられないなんて、それだけはやめて

からない、典型的

ちゃんが遊んであ

１２月３０日と３１日はおせち料理作り

ほしいわ！

な長女気質だそう

げても、気分が乗

を手伝ってくれました。お正月のお客様

です。妹の世話を

らない時は積極的

のおもてなしも手伝い、会話にも加わっ

見 て く れ る の で、

で は あ り ま せ ん。

てお正月らしく過ごしていました。それ

お母さんはいつも助かっているんですっ

それでいて、やっぱりお姉ちゃんのこと

以外の時は、本を片手に腹筋をしたり、

て。えらいね、汐里ちゃん。

が好きなのか、いつもお姉ちゃんと同じ

バランスボールに乗ったりと、いつもの

ことをしたがるそうです。

娘です。
「持って帰れば」と言うのですが、

昨年の暮れ、お正月休みを利用して、

ベスに負けないくらいの本の虫です。読

（絵本を楽しむ会・Ｍ）

「荷物になるから」と読んで読んで読み

桜塚高校で新聞を教材に授業

ふけっていました。「読みかけの本を置
いて帰るのは、気になるから」と、新幹

豊中市中桜塚４、大阪府立桜塚高校で

衝突が起きないよう意思疎通を図ってい

線の時間が迫るなか、文庫本を５冊読了。

６月２８日、ＮＩＥ（教育に新聞を）活

る」と指摘し、過去のイギリスとドイツ

彼女の速読と集中力（何を話しかけても

動の一環で、新聞を教材とした授業が

のような関係を避ける意図が読み取れる

あった。日本新聞協会が一定期間新聞を

と説明した。田上教諭は生徒らに「新聞

学校に提供し、授業で活用してもらう活

をとらない家庭が多いが、視野を広げる

動がＮＩＥで、全国で５００を超える小

ためにも読んで」と訴えた。（早川方子）

文：サラ・スチュワート 絵：デイビッド・スモー
ル 訳：福本友美子（アスラン書房）

夫婦で楽しむＷの子育て(32)
◆働いてもいいけど……

俺の生活を変えろというのか。仕事の大

中学校、高校が実践指定校になっている。

子どもが小学生になったので働きたい

変さを全く分かっていない」という意見

授業は２年２組で行われ、社会科の田

というママから、「働いてもいいけど、

がありました。厳しい意見ですが、なる

上浩教諭が、米中首脳会談の様子を伝え

家事も育児も今まで通りにやるならね」

ほどと思いました。一家の生活や、家や

た６月９日付けの毎日新聞１面記事のコ

とパパに言われた、という相談を受けま

車の借金を１人の肩に背負って働く重圧

ピーを配った。田上さんは、ちょうど世

した。この手の話を聞くと、今までな

は、妻の想像以上でしょう。ママは「自

界史で習っている第１次世界大戦当時の

ら「毎日の家事を全部書き出して、どれ

分がいかに働きたいか」を主張するより

イギリスとドイツの２強体制を、現在の

か１つでもやってもらえるように頼んだ

先に、
「いつもありがとう」
「あなたのお

アメリカと中国になぞらえ、
「大戦でイ

ら？」なんてアドバイスをしていたので

かげです」と、まずはがんばってくれて

ギリスは勝ったが、ヨーロッパ全体を疲

すが、どうもそんなことでは解決しない

いるパパへの感謝とねぎらいをしっかり

よう。

言葉で伝えることが大事なのかもしれな

弊させた」と話した。そして「記事によ

ると、オバマ大統領と習近平主席は軍事

新聞記事を見せながら、記事の論点などを説明する
田上教諭

パパ達の本音を聞いてみると、「今ま
でマイホームとかマイカーとか子どもの

わが子に伝えたい食卓⑮ トウモロコシスープ
ジャガイモやニンジンなど、お野菜が

もおすすめ。

抵抗なくいただけ、子どもにウケのいい

【烏帽子真理さん】池田市在住のフード

ポタージュスープですが、本来の作り方

ライター兼食育指導士。化学調味料を使

はバターや牛乳、コンソメなどを使うの

わない、体に優しい家庭料理が得意

で、小さな体には消化に少し負担がかか

いなと感じました。
【椹（さわらぎ）寛子さん】

習い事など、“人並みの生活がしたい”

豊中市在住のライター・コピーライター。

というプレッシャーを妻から受けて、
“家

４歳と１歳児の母。桂幹人さんとの共著

族を守らなきゃ”と必死で働いてきたの

に「だから、あんたは不幸やねん～見方

に、今さら自分のやりたいことのために

を変えれば、人生は逆転する」がある。

子育てサークル(36) すまいるはっぴー

ります。わが家では“すりながし”とい

池田市で保育士をしていた早坂俊美さ

う和食の調理法で作る、あっさりポター

んが月２回、生後２カ月～１歳前後の赤

ジュがこの時期の定番。生のとうもろこ

ちゃんとお母さんを対象に、ベビーマッ

参加費１回１０００円。原則として

しが手に入る季節ならではの、自然の風

サージサロン「すまいるはっぴー」を池

第 ２、 第 ４ 木 曜 日 の １ ０ 時 半 ～ １ ２

味を感じることができるさわやかな一品

田市宇保町５、池田市立宇保会館で開い

時。要予約（電話０９０－５６５０－

です。

ている。ベビーマッサージは親子で触れ

９６５６）
。

皮をむいたトウモロコシ（１本）は、

（早川方子）

で、育児中の女性の間で人気がある。

なべにトウモロコシの実、半分に折った

取材日には３組の親子が参加してい

軸、塩ひとつまみ、切手サイズの昆布を

た。参加者は早坂さんの「手の平全体を

３枚ほど加え、ひたひたの水と一緒に火

使って、手を肌から離さず密着させて」

にかけます。程よくトウモロコシが柔ら

の指導に従ってマッサージ。赤ちゃんも

かくなれば、軸と昆布を取り出し、水を

気持ちよさそうな笑顔を見せた。

適量加え、好きな濃度になるようハンド

早坂さんは出産を機にベビーマッサー

ミキサーなどでポタージュ状に攪拌（か

ジに出会い、「むしろお母さんが癒され

て活用するのがポイントです。夏は冷製

信につながるのでは」と話している。

合いながらきずなを高めるというもの

包丁を使い、軸から実をこそげ取ります。

くはん）するだけ。軸さえもおだしとし

児中のストレスが和らぎ、母としての自

玄米に匹敵するほど栄養価の高いトウモロコシは、
夏バテ対策にも。水を牛乳などに替えると濃厚に

る」ことを知り、講師の資格を取った。
「赤
ちゃんが気持ちよくリラックスすると育

オイルを使うので、バスタオル 1 枚を持参すること。
兄弟の同伴も可
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お問合わせ先

阪大の先生㉒廣田誠さん 戦後日本の経済史
日本は今なお世界有数の経済大国だ。

ではないことに気付いた。「大阪という

TEL：06-6346-8255
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池田市の小中一貫校 ４・３・２制で学習連続性
池田市の教育方針が変わる。２０１４

ランチルーム、特別教室、屋上プールを
設置。武道場や職員室などを整備するサ

そうなったのは、勤勉な国民性や画期的

街は、何でも受け入れる街。だからよそ

年４月から市内の全５中学校区で一斉に

な技術力にもよるが、大阪大学経済学部

から来た人も成功を収められる。戦前に

「施設分離型」の小学校・中学校一貫教

の廣田誠教授は、それらに加えて、流通・

『大大阪』を作り上げた当時の市長、関

育を始める。２０１５年４月には細河小

村田陽（きよし）教育長は「細河の施

サービス産業の発展が果たした役割を評

一も静岡の出身だ。大阪生まれ、大阪育

学校と伏尾台小学校を統合したうえ、細

設一体型は、児童が減ったことによる小

価する。

ちの起業家も頑張ってほしい」とエール

河中学校との「施設一体型」の一貫校も

学校の統廃合ではない。児童が充実した

を送る。

開校させる。

教育を受けられる環境づくりを考えた」

廣田さんの専門は、戦前から現代まで

の経済史だ。豊中市史でも経済史分野の

最近の大阪の経済トピックスとして、

ブアリーナ棟も新築する。

最も大きな特徴は、義務教育９年間の

と語り、
「小学校と中学校の教諭同士の

編集に関わり、庄内地区の商業施設の変

梅田や阿倍野の大規模再開発事業につい

教育体制の中で、４・３・２制の指導区

連携が密になると、よりきめ細かい教育

遷などをまとめた。
「昭和３９
（１９６４）

て尋ねてみた。あんなに大きな商業施設

分を設けていることだ。子どもの成長に

ができる。子どもにとっても、安心感が

年、ダイエーが日本で初めてのショッピ

が乱立して、
商売は成り立つのだろうか。

合わせて、小学１～４年を前期、小学５

ある」
と一貫教育のプラス面を強調する。

ングセンターを作ったのが庄内。いろい

廣田さんは「成り立つ」とうなずき、
「た

年～中学１年を中期、中学２、３年を後

小南修身市長は「９年間の学びの連続性

ろ実験的な試みがなされ、昭和の流通史

だし、大阪だけを見た場合ですが」と続

期と位置づける。特に中期を小、中の接

を大切にすることで、
（中学進学の際の

を語る中でも重要な場所」と話す。

けた。
「豊中や高槻などの周辺都市だけ

続部分として重要視する。小学校教諭が、

心理的、学力的な）中１ギャップの解消

にもつながる」
と話している。
（進藤郁美）

４月に著した「日本の流通・サービス

でなく、京都や神戸からも客を吸い取っ

中学生になった生徒を引き続き指導する

産業－歴史と現状－」
（大阪大学出版会）

て、大阪は繁栄する。最近は夜行バスで

ことが可能になる。また、小学高学年か

では、戦後のサービス産業の１つとして

四国や北陸からも大阪へ買い物に来てい

ら教科の担任制を段階的に導入し、中学

プロ野球史を大きく取り上げている。
「プ

る。でも、大阪だって同じことを東京に

校教諭が専門教科で児童を教えることも

ロ野球の球団史は、そのまま日本の産

される可能性は常にある」

できる。市教委は、一貫教育を導入する

業史。戦後すぐは鉄道会社や映画会社が

経済学は理論と政策と歴史から成る。

にあたり、公立では初の取り組みと言わ

オーナー企業となり、やがて食品会社が

過去を見て未来を知る経済史の視点か

れる広島県呉市教委の４・３・２制など

多くなる。今は情報産業を扱う会社が増

ら、廣田さんは日本を見る。

を研究した。

えた。本拠地が地方へ分散していったの

（礒野健一）

細河中学校は小学校を併設することに

も、時代の流れを表して

なる。そのために、既存の北棟、南棟、

いる」という。ちなみに

屋内運動場棟を改修するほか、北棟と南

廣田さんもプロ野球ファ

棟をつなぐ形で東棟を新築する。東棟は

「9 年間のカリキュラムには『池田学』も加えたい」
と話す村田教育長

ン。ひいき球団は中日ド

ラゴンズだそうだ。
今は大阪商工会議所

が運営する大阪企業家

ミュージアム（大阪市中

央区本町１）の、デジタ

ルアーカイブ作成作業に

追われている。最近は日

本ハムの創業者・大社（お

おこそ）義規を担当した。

「 徳 島 の 小 さ な 会 社 を、

シェア日本１の大企業に

育てあげ、プロ野球の名

物オーナーにもなった。

松下幸之助や安藤百福な

どにも共通するが、彼ら

の理念や言葉を伝記とし

てまとめていく作業は、

本当におもしろい」と話

す。しかし、大阪に縁の

ある彼らは皆、大阪出身

中学時代から鉄道に興味を抱き、それが鉄道経営者の研究にもつながった。
「本当はゆっくり鉄道旅行もしたいけど、最近は忙しくて全然行けてない」

豊中市が食育の安心・安全ハンドブック発行

細河中学校の一体型一貫校のイメージ図。学校名は公募する予定

トールペイントの楽しさ指導 池田・中田陽子さん

豊中市は「食育推進のための安心・安

した。２００９年には「安全・安心ハン

さまざま小物に絵を描き、彩色してい

全ハンドブックⅡ」を発行した。野外で

ドブック」を大阪府と協力して作り、市

くトールペイントというアートがある。

患って入院し、約４カ月教室を休むこと

の模擬店やイベントの調理の際に、食中

が発行した。今回はその改訂版になる。

池田市栄町に住む中田陽子さんは、自宅

となった。「みんな、また来てくれるか

毒を予防し、食の安全に役立ててもらう

＝情報提供・豊中市

を教室として、約２０人の生徒たちに、

な」と不安を抱いたが、全員が中田さん

その楽しさを教えている。

を待っていた。
「講師と生徒という関係

（梶川伸）

ため、手洗いや食品の保存・加熱などの

注意点を分かりやすく解説した

決まった素材で決まった絵柄を教える

中田さんは２０１２年１０月、大病を

だけではない、強いきずなを実感した。

冊子は、食中毒予防の３原則「つけな

教室が多い中で、中田さんは「何でも自

もう、生徒が１人だけになっても、教室

い」
「増やさない」
「やっつける」を説明

由に」と指示を出さない。木箱にメル

は続けていくつもりです」と力強く、そ

した総論と、模擬店やイベントなど状況

ヘン調の絵柄を描く人、盆に幾何学模

して優しく語りかける。

別の注意点を説明した各論から構成され

様を描く人、それぞれが描

ている。総論では、手の洗い方や食品保

きたいものを描き、中田さ

存の方法、加熱処理のポイントを記載。

んも１つずつ個別に指導す

各論には「ひやりコラム」や「ひとこと

る。生徒の北川奈津子さん

アドバイス」など、調理をする上で特に

は「作品に合わせて丁寧に

注意する点が具体的に書いてあるほか、

教えてくれる」と感謝する。

食中毒を防ぐチェックリストなど、市民

トールペイントで大事な

が読みやすいように工夫されている。

ことは、筆の手入れと、そ

冊子はＡ４判１７ページで５０００部

の水分量という。
「筆の水

作成。地域の夏祭りを行う団体や、クッ

分量で、色合いもタッチも

キング保育の参考に、保育所や幼稚園に

繊細に変化する。その加減

配布する予定。
市は２００８年に食育推進計画を策定

（礒野健一）

豊中市が発行した「食育推進のための安心・安全ハ
ンドブックⅡ」

は伝えにくいので、とにか
く経験あるのみ」と語る。

中田陽子さん（1 番奥）と、生徒の皆さん。思い思いの素材に、ペイン
トを施している

お問合わせ先

TEL：06-6346-8255
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阪大に恐竜を見に行こう② サツマウツノミヤリュウ
古生物学上の重要な発見は、愛好家た

ちや偶然に支えられている。豊中市で見

で発熱が少なく資料を傷めない。化石展
示では世界初の試み。

つかった「マチカネワニ」の化石 ( 大阪

【伊藤謙さん】大阪大学総合学術博物館

大学所蔵 ) もその一例だ。ミニ企画展
「日

研究支援推進員、京都漢方研究会理事

本にいた！『絶滅』古生物」( 大阪大学

総合学術博物館主催 ) では、来年発見

５０周年を迎えるマチカネワニの新資料

や、鹿児島県で見つかったサツマウツノ

ミヤリュウなど本邦・近畿初公開の化石

を展示し、愛好家の業績にも焦点をあて

る。
サツマウツノミヤリュウは、日本屈指

の化石ハンター宇都宮聡さんが発見し

た。宇都宮さんは、地元では「龍（りゅ

う）が出る」という伝説が残る海岸を散

策し、化石を見つけた。また数十年間埋

もれていたマチカネワニの新資料は、私

が豊中キャンパスで出た貝化石の整理の

際に偶然発見した。化石骨の特徴である

海綿状組織を、標本に見い出した。
展覧会ではパナソニックの有機ＥＬ照

明が使用される。この照明は紫外線ゼロ

宇都宮さんが発見したサツマウツノミヤリュウのイ
ラスト。（C）川崎悟司

空美ちゃん・空港へ行く⑤ バードパトロール
発着する飛行機に鳥が衝突するバード

ル、ザリガニなどの餌を目当てにやって

ストライクは、事故を起こす危険性があ

来る。ムクドリやスズメ、ヒバリなど小

る。事故防止に欠かせないのが、鳥を滑

鳥は音に反応して逃げるが、カラスは賢

走路から追い払うバードパトロールだ。

くて、黄色い車を見ると飛び去ってしま

大阪空港にはカラスやハト、ケリ、サ

ギ、カワウ、タゲリ、カモなど数十種類

う」と話す。
パトロールは空砲を撃つほか、打ち上

心の花束⑮ イチゴの香りで祝う開店
「本物のイチゴにビックリしました」

の鳥が飛来する。２０１１年に４３件、

げ花火に似た煙火を発射したり、鳥が

と喜んでもらった花束は、ジャム屋さん

２０１２年は４８件のバードストライク

嫌がる音をスピーカーで流したりして、

の開店祝いに作ったアレンジメントで

が起きているが、
大事には至らなかった。

日々奮闘している。

す。
「新店のロゴが黒ネコなので、ネコ

（進藤郁美）

パトロールは空港の消防

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

をモチーフにしたアレンジメントを」と

や警備などを行う航空保安

いう要望でした。

協会大阪第２事務所が担当

ジャムの材料になるだろうイチゴを使

する。全員が銃の免許を持

おうと考え、黒ネコの置物の横にアレン

ち、管制官と交信する無線

ジしてみました。鉢植えのワイルドスト

担当者と銃の担当者に分か

ロベリーを切って使うと、花束全体が甘

れ、２人１組で１日４～５

酸っぱい香りに包まれていました。

回出動する。黄色い車で着

タイトルは「開店
祝いに、甘い香り
を！」

【花の部屋】豊中市本町 4-1-28 ▽電話

陸帯周辺を巡回すると、１

風景印で街歩き⑮ 豊中曽根郵便局

回に約７０～８０羽の鳥が

視認できるという。稲村良

明 所 長 は「 ６ 割 が カ ラ ス

で、ミミズやバッタ、カエ

バードパトロールで、鳥の群れに鋭い目を向ける大野博芳さん。夜間は
「バン」という爆発音が流れる爆音機を設置する

阪急曽根駅から西に続く商店街を進ん

かり伝えていきたい」
と話す。
（礒野健一）

だ先に、豊中曽根郵便局はある。特定郵
便局としては大きめの局舎は、１９９５

阪急ものしり帳(21) 交通広告②

年に建てられたものだ。
風景印には、線路を挟んだ反対側にあ

阪急電車の車内広告には中づり、ドア

社前後の申し込みがあり、抽選になる。

り、萩（ハギ）の寺として有名な東光院

の横とその上、ドアの上、ドアのガラス

中づりが平日２日間で８４万円に対し、

の薬師如来像と、その萩を描いている。

に張るステッカーがある。阪急アドエー

お得感があるのと、「額のようで見栄え

ジェンシーによると、中づり広告には変

がいい」と分析する。

山居（やまずい）一美局長は、近くの
小学生に手紙の書き方教室などもする

化が出てきているようだ。大西龍雄・交

ドアのステッカー広告は、景色を見る

が、
「はがきの郵便番号欄に、携帯電話

通媒体部副部長は「２０００年ごろまで

人を妨げないように、張る高さは決まっ

番号を書き込む子どもいて、手紙文化の

は満広（すべてのスペースが埋まる）
。

ている。ところが、いたずらされやすい

衰退を感じる。直筆の手紙の良さを、
しっ

そこから減っている。広告主がないと、

高さで、はがす人がいる。そこで、粘着

自社ものを掲示する」と話す。

力の強いのりに変えたそうだ。（梶川伸）

「携帯電話の広告が多く

「石の道・いけだ」彫刻めぐり＜２８＞小林陸一郎さ

て喜んだ時期があった。と

池田市の大阪教育大学付属池田小学校

ころが携帯電話やスマート

の正門前にある「みち」は、彫刻家、小

フォンが普及すると、操作

林陸一郎さんが１９９０年に作った。

のために下を見て、中づり

小林さんは「旅人の碑」と題したシリー

を見上げる人が減った。携

ズを制作してきた。
「人生のなかで、出

帯は強敵ですよ」。大西さ

会った感動を形にした。感動を立体とし

んの感想だ。

て表現すると彫刻になる」と語る。

ドア横の広告料は、全車

「みち」は大地の上に、イタリアで見

両の１５５０枚（予備を含

たカラカサ松を形づくった。「日本の松

む）で１０１万８５００円。

と違い、形が印象的だった」と振り返る。

火曜日から月曜日が掲出期

間で、８つの枠に毎週３０

中づり広告には変化が（5 月撮影）

「街づくり団体と
も協力して、祭り
の復活などにも力
を入れたい」と山
居さん

通りすがりの出会いや人生の道しるべの
意味も込めている。「私は前しかよう向

かんので、一生懸命歩いてきた」と笑っ
ていた。

（進藤郁美）

大阪教育大学付属池田小学校正門前にある小林陸一
郎さんの「みち」

2013. 7.11 vol.53
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83.7MHz ＦＭ千里の声㉝ミスマッチ

◆「ミスマッチの花咲かそう！」
（金曜

ト、歌や踊りなど、ごった煮みたいな舞

１９時４５分～２０時）担当

台」という。

番組は女子会をテーマにし、小学生か

「劇団を厳しくも温かく見守ってくれ

ら８０歳を超えるおばあちゃんまでの

たのが事務所の社長。でも、大活躍する

“女子”たちが興味を抱く話題を、小ぶ

姿を見せられないまま、去年亡くなって

りさんとりん子さんが笑いを交えつつ、

しまった」
。遺影を前に流した涙の分、

小気味よいトークで進めていく。

皆を笑わせ幸せにする。（礒野健一）＝

小ぶりさんは中学時代に演劇部へ入

コミュニティＦＭ千里木曜午前１１時か

り、
「自分じゃない自分になれる」と、

ら、マチゴトの記事を紹介する「まるご

その道を歩き続けた。りん

子さんは短大時代、イベン

トの司会などを経験し、
「マ

イクを通すと、誰とでも仲

良くなれる」と、声を使う

仕事の魅力に引き込まれ

た。その後、ともにＦＭ千

里で活動するようになりミ

スマッチを結成（当初は３

人組）。２０１１年には劇

団「ミスマッチデッセ」を

旗揚げし、年に１度の公演

を行う。「ものまねにコン

小ぶりさん（左）とりん子さん。体当たりの芸風は、ステージ上でゴー
ルドの全身タイツを着ることもいとわない

豊中運動場１００年③ 試行錯誤のグラウンド工事
現在の高校野球、高校ラグビー、高校

あるが、試行錯誤が続いたに違いない。

サッカーの発祥の地であり、陸上選手権

実際の工事にあたっては重機などない

大会や社会人野球、日米野球の原点に

時代。資材の運搬には牛馬を使い、作業

なった豊中運動場は、大正時代のアマ

のほとんどが人力頼み。雑木林の木陰が

チュアスポーツの殿堂だった。

つかの間の休息所だった。

施工主となった箕面有馬電気軌道は、

大阪毎日新聞はこう評した。「土質も

豊中運動場が開場した翌年の１９１４

グラウンドとしては実に申し分なく殊に

（ 大 正 ３） 年 ８ 月、 同 運 動 場 周 辺 の 約

ダイヤモンドの如（ごと）き最も苦心の

１６ヘクタールの広大な造成地を豊中住

余になり塁守のシートの如きも特に光線

宅地として売り出す。箕面有馬電気軌道

の直射を避くるに意を用ひたれば広さに

は１９１０（明治４３）年の開業早々か

おいても設備においても日本１の理想的

ら、池田室町住宅地、桜井住宅地と相次

最新式グラウンドといふも決して誇張に

いで沿線の住宅地開発を手がけていた。

あらざるべし」

豊中運動場は、豊中住宅地の開発に先駆

１９１３年４月に工事が完了、５月１

けた目玉事業として、開業当初から計画

日が開場日とされた。しかし、翌６月に

が立てられ、１９１１年後半には着工し

入って専門家の進言もあり、ダイヤモン

たようだ。

ド部分を３０センチほど掘り返す再工事

もともと綿畑だったので水はけは良

を行っている。掘り返した土をすべてふ

かった。起伏のない土地でグラウンドに

るいにかけ、砂を入れて地ならしをし、

整備するには適していたといえる。

牛が引くローラーで地固めした。約２週

しかし当時の日本で本格的な総合グラ

ウンドをつくった例はない。設計・工事

間の再工事で豊中運動場のレベルはさら
に上がった。

のための専門技術を得るのは並大抵では

真っ赤なれんが塀に囲まれて完成した

なかっただろう。当時の大阪毎日新聞に

東洋１の質と設備を誇るグラウンドは、

は「グラウンドは特に斯道の専門家を聘

まもなく完成記念の日米野球戦を迎える

（へい）して設計したるものにして」と

ことになる。

豊中運動場の赤いれんが塀。今でも一部が残っており、住宅の塀に使われている

（松本泉）

ハーブで暮らしを楽しむ㉙
お家で簡単に楽しめ

よ。子ども達だけでなく、いつのまにか

る、ハーブスタンプをご紹介。この時期

大人も楽しくて本気モードになりやすい

は、どのハーブたちも生き生きと繁って

ので、やるときはテーブルに新聞紙を敷

いますよね。その中からお気に入りの

いて、汚れてもいい洋服に着替えてくだ

葉をちぎって、葉の葉脈側に絵の具など

さいね。触れるだけでハーブの香りが漂

をつけましょう。ゼラニウムやセージな

い、楽しさ倍増です。

夏休み目前！

ど葉脈が浮き出ているものがオススメで

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブの小さ

す。ポイントは２つ。１つは、少量の水

な 学 校 Mrs. Lavender 代 表 ▽ http://

で溶くこと。もう１つは、葉につける絵

mrs-lavender.com/

の具の量は、葉脈がうっす
ら見えるほどに少なめに付
けること。何度か押してみ
て、絵具や水の量を加減し
てくださいね。うまく押せ
るようになったら、はがき
などにスタンプして、暑中
見舞いはがきを出すと、受
け取られた方に喜ばれま
す。
ほかにも、オクラやピー
マン、レンコンを輪切りに
したものでも、楽しいです

娘と一緒にひとつひとつ色を選びながらスタンプしたものを額に入れて
飾りました。娘も大満足！

お問合わせ先

７０歳、
８０歳、
８６歳の現役女子高生が語る
「夜桜」
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TEL：06-6346-8255

相続税の基礎控除額が縮小 早めの不安解消を
みなさんは２０１３年１月１日以降、

備え手元に残しておきたい人もいるは

豊中市本町１、大池コミュニティプラ

は数学。卒業後は大学へ進みたい」と夢

ザで６月２９日、２０１３年度の最初の

を語った。今井さんは「先生も若い同級

税制改正で相続税の基礎控除額が、現行

ず。その場合、不動産の持ち分を贈与税

「大池成人講座」が開かれ、大阪府立桜

生もみな優しいので楽しい。今からでも

の（５０００万円＋１０００万円×法

のかからない範囲で生前贈与することも

塚高校の定時制に通う７０歳、８０歳、

勉強したいと思っている人は怖がらない

定相続人の数）から（３０００万円＋

可能だ。自分の判断能力が衰えて来た時

８６歳の女子生徒が定時制高校での生活

で」と定時制への入学を勧めた。

６００万円×同）へ縮小することをご存

に、財産をどうするのか、遺産が自分の

じだろうか？

意思通りに分配されるのか、不安に思っ

や勉強への思いを語った。

藤下功一教諭は「３人は真面目で成績

具体的には、法定相続人

桜塚高校の校門付近に立派な桜の木が

も優秀。体育や学園祭にも積極的で、若

が３人だと現行は８０００万円まで相続

ている人も多いのではないだろうか？

あること、また校名にも桜が入っている

い生徒の手本となっている」と話した。

税はかからないが、改正後は４８００万

◆無料の個別相談会を開催◆

円から相続税がかかる可能性がある。

遺産相続の諸問題に対して中山さんが

ことから、定時制高校は生徒らの間で
「夜

講座の後半は質疑応答となった。参加

桜」の愛称で親しまれている。夜桜では

者の女性が「ご主人がいらしても入学さ

阪急庄内駅のすぐ近くで中山司法書士

７月２１日と２８日に、完全予約制の無

毎日４時限の授業が行われており、午後

れましたか？」と質問すると、３人は「夫

事務所を営む中山泰道さんは、相続や贈

料の相談会を開く。相談は不動産の相続

６時５分に１時限目が始まり、４時限目

の世話に時間を取られるので無理でしょ

与の登記手続き、遺言作成の手助け、成

対策に限らず、遺言や成年後見制度など

が終わるのは午後９時２０分。学校は午

うねえ」と答え、会場の男性たちを苦笑

年後見人として財産管理の仕事に従事す

窓口を広げて受け付ける。申し込みは電

後１０時半に閉まる。

させた。

るマチの法律家だ。「相続税対策や遺言

話（０６－６１５２－７００５＝９時～
１９時）で。

（早川方子）

かし認知症になる可能性は後期高齢者で

ん、寺内トシ子さん、木村

なくとも十分あり、症状が進むと相続税

かづこさんの３人で、会場

対策のために財産を移せないことを知ら

では「夜桜キャンディーズ」

ない方も多い。判断能力が衰えてから遺

と紹介された。３人とも夫

言を作成しても、後に無効だと裁判で争

と死別している。寺内さん

われるケースが多い」と警告する。

るようになった。卒業する

かし、土地所有者は改正後に相続税の課

までに英語で新聞が読める

税対象になる可能性が高い。相続税対策

木村さんも「１番好きなの

学校への思いや将来の夢を語る木村さん（左から 3 人目）、今井さん（左
端）、寺内さん（右端）

するにしても現金・預金などは、万一に

中山司法書士
事務所

豊中庄内北局

Ｎ

冨士
温泉
三井住友
銀行

駐車場

サンクス
国道 号線

続税対策が不要だった人がほとんど。し

庄内東町

庄内駅

世界のニュースが理解でき

野田小学校東
野田小学校
高橋
クリニック

今までは基礎控除の金額が大きく、相

が「社会や地理を学んで、

ようになりたい」と話すと、

野田保育所

パナソニック

は、まだ早いと思っている方が大半。し

阪急宝塚線

この日、学校生活につい

て語ったのは、今井昌代さ

176

【中山司法書士事務所】豊中市庄内西町 1 － 1 － 1
ドマーニオガワ 2 階

ひきこもりに関する講演会に３０人が参加
豊中市北桜塚２、生活情報センターく

らしかんで７月６日、不登校やひきこも

い環境を整えてあげて」と話し、約３０
人が聞き入った。

（早川方子）

り、未就労に悩む若者とその家族を対象

とした講演会と相談会「生きづらさを抱

えた若者の居場所を考える」
が開かれた。

ひきこもりの若者に社会参加を促し、就

労を支援するＮＰＯ法人ＺＵＴＴＯが運

営する「若者居場所工房

ぐーてん」
（豊

中市庄内西町４）が主催した。
講演ではホリスティック教育実践研究

所長の金香百合さんが「全ての人は可能

性と生きる力がある。その人にとってよ

「子どもの自尊感
情を育てよう」と
話す金さん

身近な生き物たち㉒ 池田にやって来たニホンザル
池田市は６月上旬、井口堂や伏尾台で

と、けんかを売っていると取られる」と

ニホンザルの目撃情報があったと、ホー

話す。また、手に袋を提げたり、ガムを

ムページ上で注意喚起を行った。目撃さ

かんだり、口を動かす様子を見せること

れたのはいずれも１匹で、群れから外れ

も避けるべき行為だ。「サルは意外なほ

た同一個体とみられる。

ど、よく人を観察している。大人より子

「今後は早めに相続税対策をしないと相続人が税金で困るケースが増える」と中山さんは話す

マチゴト移動編集会議を、読者参加型で計画

ニホンザルの目撃情報は以前から報告

どもを狙うのも、弱い個体だと認識して

マチゴト豊中・池田は７月号で、創刊

さんとの関係をより緊密にするために計

されているが、２０１０年以降、その頻

いるから。山歩きの際は余分な荷物は持

３周年を迎えました。これを機に、読者

画しました。２～３カ月に１回、スタッ

度が高くなっている。また、五月山や細

たず、リュック１つを背負って歩くのが

のみなさんにも参加してもらう編集会議

フが豊中市か池田市に出向き、記事の選

河地区では数十匹の群れも目撃されてい

いい」と、注意を呼びかける。

を豊中市と池田市で開く準備を進めてい

択や紙面上の割り振りを、みなさんと一

ます。移動編集会議と名づけます。

緒に考えます。１回目は８月２６日を予

る。これは、２０１０年４月に施行され

群れでの目撃例は、秋から冬にかけて

た「箕面市サル餌やり禁止条例」によっ

多くなる。２０１２年度は目撃例が減少

て、餌の絶対数が減り、弱い群れが追い

したが、
それが今年も続くとは限らない。

出される形で池田市など周辺地域へ移動

ハイキングに行く場合はご用心。

していると考えられる。

（礒野健一）

マチゴトは「地域密着新聞」をコンセ
プトにしています。そこで、読者のみな

豊中市、池田市の皆様に伝える

マチの伝言板

「 池 田・ 人 と 自 然 の 会 」

の下山孝さんは２０１１年

誰でも参加できる情報コーナー

９月、五月山で２０～３０

定し、８月号で詳細を掲載して、会議へ

の参加者を募集します。
（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。

匹の群れと遭遇し、毛づく

ろいや、木の上で休む様子

英会話 外国人講師 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

を撮影した。翌月、山道で

遭遇した際は、ボスと見ら

れる大きなサルが威嚇をし

てきたため、道を引き返す

ことになったという。
下山さんは、「ニホンザ

ルを見かけたら、目を合わ

さないこと。目を合わせる

五月山ドライブウェイのガードレール脇で、リラックスした様子のニホ
ンザル（下山孝さん提供、2011 年 9 月 27 日撮影）

蛍池駅1分 着付教室
7 〜 8 月に限り、ゆかたのみのお稽古可
お気軽にお電話ください
蛍池 浪速きもの学院☎ 06-6843-1441

マチゴトはお客さまの声をお待ちしています！
ご意見、ご感想は、メールまたはFAXにて
info-toyonakaikeda@machigoto.jp
FAX:06-6346-8256

2013. 7.11 vol.53

お問合わせ先

２品のセットメニューが揃う ごはん処おかだや

TEL：06-6346-8255
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編集長のズボラ料理(42) 揚げの梅肉はさみ焼き

豊中市服部豊町１のごはん処おかだや

責任感が強くなった。同時に、生まれ

は、マグロの造りと卵焼き、豚肉のショ

育った服部への愛着が強くなり、この土

最先端企業と思うだろうが、実態は実に

ウガ焼きとエビフライ、ハンバーグと卵

地で生かされてきたことを痛感したと胸

古い。グーグルのことを、「グルグル」

新聞社にとっての一大行事の無事を祈願

焼き、
ハムエッグとサンマの塩焼きなど、

の内を明かす。
「服部で育ててもらった

と言う記者がいるくらいなのだ。旧式企

するのに、１００円か２００円の揚げで

ご飯に合う料理を組み合わせる。３代目

という思いが店を続ける原動力になって

業である理由ははっきりしている。どん

いいのだろうか、と。

の岡田裕志さんが先代から引き継いだ味

いる」と語る。
「手を抜くと、すぐにお

なにＩＴが発達しても、取材するのも、

を守りつつ、客の要望に応えながら日々、

客さんに分かってしまう。１度離れてし

されるのも、泥臭い人間だからだろう。

える。ある時、近くのスーパーで新潟県

調理場に立つ。「２品のセットは３０年

まうと戻って来ない」と、のれんを守る

その古さは、選挙の時にいかんなく発

長岡市の「栃尾（とちお）のジャンボ油

ほど前、父（孝彦さん）が考え、飽きな

厳しさを肝に銘じている。

いようにと、数を増やしてきた。食べた

くなる組み合わせばかり」と話す。

新聞は情報産業である。そう書くと、

も偉いのである。

ただ、
いつも疑問に思うことがあった。

揚げは安い。いくらでも気兼ねなく買

揮される。開票場には記者が張りつく。

揚げ」を売っていた。その大きさに心を

２品のセットメニュー１２種類

選挙管理委員会は一定の間隔で、開票状

奪われ、ためらうことなく購入した。

（７８０～８８０円）のほか、造りと天

況を発表するので、それを待てばいいの

ぷらがセットになった和定食や、ハン

が大阪市淀川区で食堂「岡田屋」を始め

バーグ、エビフライ、オムレツがセット

接戦であれば、発表前に勝ち負けを判

と言って引かない。２人とも、敵が食べ

たのが最初。１９６５年ごろに豊中市服

になったＡランチ、月替わり定食や本日

断したい。そこで、候補者ごとに積み上

た揚げの味を知らずに、
「自分の方がう

部に移り、孝彦さんと妻の豊さんが和洋

の定食などもある。

げられていく票の山をひたすら見守る。

まい」と言い張る。その争いは延々と続

●服部天神宮

S
'
T
E
L
F

言われるのは悔しい」と、負けず嫌いの

阪急服部駅から西へ徒歩約 5 分

【ごはん処おかだや】豊中市服部豊町 1 － 3 － 14 ▽ 11 時～ 15 時、16 時半～ 22 時（オーダーストップは
30 分前）▽水曜定休▽ 06 － 6863 － 6974

つまみ食い⑱ ルフラン池田駅前店のパン
ルフラン池田駅前店では、
「やまびこ

ねて作る湯種（ゆだね）パン。もっちり

すると
「揚げは福井県丸岡町の谷口屋だ」

「票の山を読む」という。ただ、実際は

き、それでも互いに相手方の揚げも見つ

接戦であればあるほど、票の山は読めな

けて口にした後、結局は「そっちも分厚

い。結局は発表を待ってしまうので、し

いなあ」と言って和解した。２００円か

きたりというか、儀式に近いものがある。

３００円で半年楽しんだから、安いもの

僕の先輩は神頼み派だった。毎日新聞
服部駅

ぶせないし、親父の時より味が落ちたと

●服部会館

「関わってしまったからには、途中でつ

豊島
小学校

線
阪急宝塚

年間の休業を余儀なくされた。その時、

●ライフ

さんは４年前、店の建て替えのために１

ごはん処
おかだや

鈴木医院●

「何となく」家業に入ったという裕志

●

名前をミックスした」
と照れながら話す。

たかぎ歯科●

から店を受け継いだものだから、２つの

Ｎ

清本クリニック●

屋号を「おかだや」にした。「祖母と父

阪急オアシス● ●豊中渡辺病院

３０歳のころ、３代目になったのを機に

（進藤郁美）

セブンイレブン●
池田
●泉州銀行
100円ショップ
●
ダイソー＆
スピード

食の店「おかだ」を開いた。裕志さんが

だが、長年の慣習がそうはさせない。

そのことを、
料理好きの友人に話した。

店は１９５８年ごろ、裕志さんの祖母

である。

大阪本社の敷地に、小さなお稲荷さんが

やや厚めの揚げを用意する。厚みを二

まつられている。選挙の投開票日は、必

分するように包丁を入れ、袋状にする。

ず「揚げさん」を買って出勤し、まずお

内側に梅肉を塗り、刻みネギを大量に入

稲荷さんにお供えをして、選挙という大

れ、フライパンで両面に焦げ目がつくま

仕事がつつがなく終わることを願い、か

で、
ゆっくりと素焼きする。
しょうゆ少々

しわ手を打つ。神はコンピューターより

とカツオ節で食べる。

（梶川伸）

揚げの中にはさむのはお好みで。バジルペーストを塗ればイタリアン

北摂麺大使㉑豊中市・らーめん彦
豊中駅前に、新しいラーメン屋がオー

体操を続けていたという。
「日本体育大

食パン」が人気で、１日１２０斤ほど売

として独特のうまみがある」とＰＲする。

プンした。店名は「らーめん彦」
。店主

学で日本選手権にも出たよ。得意なのは

れる。１割引きになる「食パンの日」
（毎

１９７１年に誕生したルフランは豊

の長尾紀彦さんの名前から取ったのだ

鉄棒やったな。あんまり言うと、自慢に

週木曜）は２００斤になるという。店で

中市曽根東町３に本店を構える。豊中

が、「うちは父も、２人いる兄貴も、み

なってまうけどな」とおどける。
「メモ

パンを焼く香川亮さんは「やまびこ食パ

駅前などに７店舗あり、池田駅前店は

んな彦の字がつくんで」と、そんな家族

書きは、お客さんとの会話のきっかけに

ンは天然酵母を使い、小麦粉を熱湯でこ

２００５年にオープン。毎月、新商品を

への思いも込めて付けた店名という。

なればいいなって、それだけ。でも、本

出し、７月はコーヒーあんが入ったパン

ラーメンは鶏ガラベースのしょうゆ

気でやりたいって子がいるなら、ちゃん

の上にコーヒーゼリーを乗せた「カフェ

スープに、トウバンジャンを少し加えて

と教えるよ」
。将来の名選手が、
このラー

オーレ」が登場した。香川さんは「フラ

いる。さらにスープと一緒にたくさん

メンで育つのかもしれない。
（礒野健一）

ンス産の小麦粉を使った濃厚な味のフラ

の白菜を炒め、女性にも食

ンスパンも、ぜひ」と話す。（進藤郁美）
人気のやまびこ食
パ ン は 1 斤 246
円。パンは自家製
つぶあんぱん、ク
リームパンなど約
60 種類

べやすい一杯に仕上げた。
「あっさり系なので、飲ん
だ後でも食べてほしい」と
話す。夏には辛さをアップ
させた「赤ラーメン」も出
す予定という。
カウンター席に座り、視
線を上げると「バク転やり
たい人、コツ教えます！」

【ルフラン池田駅前店】池田市呉服
町 1 － 1、阪急オアシス池田店内▽
9 時～ 20 時▽無休▽ 072 － 754 －
4333

というメモ書きが張って
あった。聞けば長尾さんは、
大学卒業までの１６年間、

【らーめん 彦】豊中市玉井町 1 － 2 － 1 ▽ 070 － 5666 － 7571 ▽
11 時半～ 15 時、17 時～ 23 時半▽日曜定休

お問合わせ先

TEL：06-6346-8255
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お問合わせ先

いる店が掲げられるもので

いた串カツ屋を改装し、誰

でも気軽に、安心して食べ

られる店を目指した。
東さんがいつも頼むのは

「池田屋セット」
。生ビール

明るく楽しい酒を飲む東さん（左）と、店主の今藤さん。立ち飲みなの
で、初めて会った隣の客とも、すぐに打ち解ける

田中螢柳選

す」
。もともと親がやって

題﹁星﹂﹁おしえる﹂

ベースで５０％以上使って

10
マチゴト川柳

「地場の食材を、カロリー

◇秀句◇告白は星のきれいな夜でした︵辻部さと子︶

30

差して、説明を引き取った。

◇佳句◇星の数昔のまんま過疎の村︵中谷敦子︶

日︵必着︶︒１題２句まで投句可︒

の入り口のちょうちんを指

アドレスを教え絆が太くなり︵渡辺栄︶

武勇（たけお）さんが、店

村祭り母の手握る星あかり︵斎藤恵理子︶

時～２３時▽日曜定休

◇入選◇萬天の星が後押しプロポーズ︵荒木郁子︶

「ここはね、緑ちょうちんの店なんだ

よ」と東さん。店主の今藤

母の背がおしえた通り子は育つ︵佐々木弘子︶

－６▽０７２－７５１－２１８８▽１７

排ガスに満天の星涙する︵佐久間文章︶

ルのジョッキを傾けた。

（礒野健一）
【ちょい呑み酒場 池田屋】池田市室町１

流れ星幾多の人が夢託す︵木下栄子︶

立ち飲みのカウンターの１番奥で生ビー

星一つのつらい思い出懐古談︵山本和子︶

れちゃうんだけどなあ」と言いながら、

アイフォーンの指がおしえる道をいく︵瀧健三︶

追加のビールを注文した。

キッチンの嫁におしえるサシスセソ︵奥村しずえ︶

で、十分楽しめる」と、ご満悦の表情で

ぱいあるから、ここだけ紹介すると怒ら

満天の星は神話になる気配︵有田晴子︶

酒場 池田屋」だ。
「行きつけの店、いっ

夏休みプラネタリウムの星日記︵久保千鶴子︶

ラエティーは豊かだ。「このセットだけ

雑草に生きる強さを教えられ︵木村シズエ︶

円。タレ、塩の焼き鳥、串カツなど、バ

の店は、池田駅からすぐの「ちょい呑み

最高令ギネスの人が星となる︵藤沢長一︶

ネーゼを経営する東忠男さんの行きつけ

マチゴト川柳の次回の題は﹁登山﹂﹁うやむや﹂です︒はがきに住所︑氏名︑電話番

１杯とおまかせの串が５本ついて７９０

号を記入し︑〒５３０ー８２５１ 大阪市北区梅田３ー４ー５ 毎日新聞ローカル﹁マ

池田市桃園町で、株式会社ブランケ

チゴト川柳係﹂へお送り下さい︒締め切りは７月

池田の行きつけ④ ちょい呑み酒場「池田屋」

TEL：06-6346-8255

イラスト・佐藤星河

販売店おすすめのお店⑤ 華Ｌｕｘｅ
「華道・未生流の師範だった母は、花

▽０７２－７３７－６３６８▽１０～

のように華やかな人になってほしい、の

１９時▽日曜定休【情報提供・毎日新聞

思いを込めたのでしょう」。林華絵（かえ）

石橋販売所】池田市天神１－１０－１９

さんは自身の名前について、そう語る。

▽０７２－７６１－８１３７

子どものころから花が好きで、フラ
ワーアレンジメントの道に進んだ。ある
時、偶然見かけたプリザーブドフラワー
の小さな店に魅せられ、店員になり、資
格も取った。そして２０１３年４月、池
田市の自宅に近い場所に「華Ｌｕｘｅ
（は
なリュクス）」を開いた。Ｌｕｘｅはフ
ランス語で「ちょっとしたぜいたく」の
意味だという。
プリザーブドフラワーは生花に特殊な
加工を施す。「生花のように柔らかく、
いつまでも楽しんでいただける」とア
ピールする。３０００～５０００円の作
品が人気があり、オーダーは贈り物用と
して１万円を超す作品への注文が多い。
店では教室も開いていて、体験レッスン
は花材費込みで３６７５円。（梶川伸）
◇華Ｌｕｘｅ＝池田市旭丘１－６－２３

「赤い大きなバラが好き」と林さん。「好きなように
花を開かせるのがプリザーブドフラワーの魅力」

尾崎勇太くん（弟）へ
年が離れているのに、よくけんかをす
るけど、
いつも家の中の雰囲気を明るくしてくれ
て、ありがとう。

のイライラを笑いに変えてくれて、とて
も助かっています。

これからもずっと、我が家のムード
メーカーでいてくださいね。

勇太が早く寝たり、おじいちゃん達と
でかけたりして、
家にいない時は家の中がとても静かで、
何か物足りない感じがします。
僕が、お父さんやお母さんともめたり
して、家の中が険悪なムードになった時
も、
勇太はみんなの様子を見ながら、みんな

＝第四中学校

尾崎俊介さん

（豊中「伝えよう！いのちのつながり」
第４回＝２０１２年度＝作品から）

お問合わせ先

６月の健康フォーラムに５０人、がん治療を学ぶ
地域健康フォーラムが６月３０日、豊

に臨んでほしい」とアドバイスした。

TEL：06-6346-8255
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からだの相談室 ２４人が自分の体の動きをチェック
６月２７日に「南谷クリニック メディ

姿勢を保つ参加者に「では、目を閉じて

中市玉井町１、とよなか男女参画推進セ

辻さんは抗がん剤について説明したほ

カルフィットネス・エムズ」で、連載「い

みてください」と指示が出ると、とたん

ンターすてっぷで開かれ、約５０人が参

か、がんを不良息子に例えたり、
「最新

つまでも動く体に」の実践イベント「か

に崩れる人が続出。指導したエムズのス

加した。地域健康フォーラムは、毎日新

治療、臨床試験、標準治療」ついて野球

らだの相談室」が行われた。

タッフとともに笑い合いながら、自分の

聞ローカル「マチゴト」が毎月主催して

選手を例にあげたりして、わかりやす

参加した２４人は最初にスライドを

いるもので、専門医を招いて健康に関す

く説明し、会場からは時折笑いも起き

使った講義を受けた後、２人１組となっ

る知識を深めることを目的としている。

た。後半は質疑応答となり、
「胃のポリー

て互いの体の動きをチェックした。柔軟

ネス・エムズ】豊中市岡町北１－２－４

６月は「がん治療の真実とウソ」と題し、

プは悪性になるか」
「免疫を高める食品

性をチェックする項目では、自分が思っ

▽０６－６８４１－５７２０▽ http://

神戸市立医療センター中央市民病院腫瘍

は？」などの質問に答えた。（早川方子）

ていた以上に体が曲がらず、悲鳴があ

www.minamitani-c.or.jp/

（しゅよう）内科部長の辻

がることも。その後に体を

晃仁さんが、がん全般にま

ほぐすストレッチをするこ

つわる誤解を解いた。

とで、以前よりも柔軟性が

辻さんは冒頭で「がんは

増すことを体感し、今度は
「すごい！

１番怖い病気だと思われて

家でも続けよ

う！」と歓声が起きていた。

いるが実はそうではない」

と話し、「脳卒中などに比

筋力や、バランス感覚を

べたら、医者や治療方法を

チェックする運動も行っ

選べるし、仮に末期だった

た。左右の足を直線上に並

としても、死後の準備をす

べて立ち、両腕を肩の高さ

る時間もある」とし、「落

で大きく開いて十字の姿勢

ち着いて医者とよく話し合

い、理解を深めた上で治療

体について学んだ。
【南谷クリニック

辻さんの話に熱心に聞き入る参加者ら

を保つ運動は、バランス感
覚を確認できる。なんとか

正しい体の姿勢や動かした方を学ぶ参加者

（礒野健一）

メディカルフィット

