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１９８８年から届いた手紙
鉄道少年の夢かない運転士

石井さんが小学５年
生の時に書いた手紙
を読む、今小学５年
生の息子、洋孝君た
ち。同い年の父の手
紙の感想は「字が汚
い」

池

田に新幹線の駅はできてます
か？ 五月山はどうですか？

池田市城南に住む石井孝夫さんが、

全国を鉄道旅行していた。私も自然と

父の遺影を抱いていた」と振り返る。

鉄道が好きになり、運転士になるのが

１０月２６日に、２５年後の２０３

夢になった」と話す。手紙のことは

８年に開封するタイムカプセルを再び

小学５年生の時に書いた手紙の中の質

「連絡が来るまで、書いたことすら忘

埋設する。石井さんの息子の洋孝君

問だ。相手は２０１３年の自分。池田

れていた」というが、電車の運転士に

も、ちょうど小学５年生で、それに入

青年会議所は１９８８年に「２５年後

なりたいという夢は忘れなかった少年

れる手紙を書くつもりだ。石井さんも

の自分に宛てた未来郵便」を企画し、

は今、ＪＲ西日本で運転士をしてい

手紙を書くつもりだが「その時はもう

手紙を入れたタイムカプセルを今年掘

る。「運転士として初乗務の日に父が

還暦。まだ運転しているのかな」と遠

り起こして、差し出し人が判明した人

危篤になり、私が運転する電車に乗せ

い彼方に目をやる。

に順次届けている。石井さんは１０月

られなかったのが心残り。子どものこ

「１１歳の自分には、『夢、かなっ

２日に受け取った。

ろ、父の実家がある九州へは、寝台特

たぞ』と言いたい」と石井さん。手紙

石井さんの父親は、大の鉄道マニア

急『彗星』で帰っていたが、その最終

の中にいる少年の自分に、誇らしそう

だった。「物心ついたころから一緒に

運行（２００５年）を担当した時は、

な笑顔を浮かべた。

（礒野健一）
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阪急宝塚線の今昔本を出版

人工呼吸器の人のための音楽会 １１月１７日に

阪急宝塚線、箕面線、能勢電鉄の全駅

「蛍池駅は麻田駅になるところだった」

自発呼吸ができずに人工呼吸器を装着

という音がしますし、吸引中は呼吸器を

を、今昔写真などで紹介する「阪急宝塚

というエピソードなども書いてある。著

している人のためのコンサート「ＹＥＬ

一時的に取り外すため、アラーム音も鳴

線・能勢電鉄

者の山下ルミコさんは「写真を手に入れ

Ｌ（エール）」が１１月１７日午後２時

ります。どうしてもコンサートや演劇の

街と駅の１世紀」（彩流

社）が書店に並んでいる。

るのに苦労した。うれしかったのは、蛍

半から、豊中市蛍池中町３、豊中市立ル

観覧は制限されます」と話す。吸引は頻

宝塚線は１９駅、箕面線３駅、能勢電

池・遊びのプロジェクトの人たちに出

シオーレホールで開かれる。会場で電源

繁な人で３０分に１度必要だという。

鉄１４駅。駅ごとにページを構成。豊中

会ったこと。遊びを通して地元に貢献し

を確保し、参加者が自由にたんの吸引が

金田さんは人材派遣会社に勤めていた

駅のページを見ると、１９４０年代の豊

ようという人たちで、こんなに豊かに暮

きるよう配慮する。豊中市内でハンドベ

が、妻の介護とサラリーマン生活を両立

中駅舎や１９５０年代の駅ホーム、豊中

らしている、人生の達人がいるんだ、と

ルの演奏活動をしている「ハンドベル

できずに２０１１年９月に退職。２０１

付近を走る５１形車両（１９５０年）と

感銘を受けた」と語る。 （進藤郁美）

チームｍｙｕ」が主催となり、イベント

２年３月に自らの会社を立ち上げた。春

ともに、駅の歴史や駅周辺

の企画・制作をしているディレクション

美さんは音楽が好きで、発病前は夫婦で

の古地図が掲載されてい

ファンズが協力する。

コンサートや演劇鑑賞によく出かけてい

る。池田駅のページには１

ハンドベルチームの代表の吉田寛子さ

たという。「また妻に生の演奏を聞かせ

９３２年の駅ホーム、庄内

んが、入居していた「とよなか起業・

てやりたい。このコンサートでは音を気

駅はホームに停車する６３

チャレンジセンター」（豊中市蛍池中町

にせず、好きな時に自由に吸引できるよ

形車両（１９５４年）など

３）で、ディレクションファンズの代

うにした」と話す。

の写真を使い、昭和の懐か

表、金田宏史さんに出会ったことが、コ

当日の会場は椅子などを取り除いてフ

しい駅と沿線風景、すっか

ンサートを開くきっかけだった。金田さ

ラットな状態にし、延長コードを多数用

り様変わりした現在の駅周

んの妻、春美さんは５年ほど前から筋萎

意して電源を確保する。また、寝台に近

辺の違いが分かる。

縮性側索硬化症（ＡＳＬ）を患ってい

い状態の車いすの人でもステージが見え

る。ＡＳＬは脳や末梢神経からの命令を

るように、と現在試行錯誤中だ。コン

筋肉に伝える運動神経細胞が侵される難

サートではピアノやハンドベルの演奏、

病だ。春美さんは現在、自分で呼吸する

朗読などが予定されている。無料。定員

ことができず、気管切開をして人工呼吸

５０組。要予約。会場案内などのボラン

器をつけている。金田さんは「人工呼吸

ティアも募集している。予約、問い合わ

器をつけている人は、日常的にたん吸引

せはディレクションファンズ（０６－６

が必要となります。吸引時にはズズズッ

１０５－５０５４）へ。 （早川方子）

１９１０年ごろの宝塚線
の沿線風景を歌った「箕面
有馬電車唱歌」の原本や、

２０１３年９月１５日発行。Ｂ５版、８０ページ。１５７５円。「阪急
神戸線 街と駅の１世紀」もある

池田のちいさな絵本館が３周年
池田市菅原町１０－１４、「ちいさな

１番充実しているといい、起承転結が分

絵本館」が２０１３年１０月で、開館か

かりやすく、ハッピーエンドの内容の本

ら３周年を迎えた。

を揃えている。「人間っていいね」。絵

絵本館は市が１１小学校区にそれぞれ

本を読んだ子どもたちにそんな幸福感を

予算提案権を与える地域分権制度を利用

味わってほしいと願っているからだ。梶

し、池田地域コミュニティ推進協議会が

山さんは「子どもたちと一緒におじい

２０１０年に開いた。「絵本好き、子ど

ちゃんやお父さんにも絵本の世界をのぞ

も好き」の女性スタッフが毎月、テーマ

いてもらえればいいなあ」と話してい

を決めて、おすすめの絵本コーナーを

た。本の貸し出しもある。（進藤郁美）

作ったり、読み聞かせのミ
ニお話会を開いたりしてい
る。協議会の梶山一實会長
は「２０１２年度の来館者
数は３２５０人で、１カ月
２７０人ほどが利用してく
れている。未就学児や幼稚
園児を連れたお母さんの来
館が多く、リピーターも増
えてきた」と喜ぶ。
開館当初、８００冊だっ
た絵本は２１００冊に増え
た。３歳ぐらいまでの本が

開館は月、水、金、土曜の９時半～１２時と１４時～１７時（土曜は午
前のみ）▽祝日は休館▽利用は無料▽電話０７２－７０２－３５４４

身近な法律相談⑫ 子どものことで悩んだら？
子どもがお父さんから虐待を受けてい
たケースでお母さんから相談を受けた

からの悩み相談フリーダイヤル（０１２

コンサートに向けて打ち合わせをする金田さん（右）と吉田さん

シャドーボックス仲間、松田さんと橋川さん
同じ図柄の絵を複数枚、パーツごと切

きっかけとなった。池田に越してきた

り分けて重ね張りし、立体感を出すクラ

後、橋川さんとはエアロビクス教室で知

時、児童相談所を紹介したことがありま

また、近所の子どもが虐待を受けてい

フトアートが「アメリカンシャドーボッ

り合うが、息子が池田高校で同じクラス

した。相談した結果、子どもは一時的に

るかも知れないと思われた時も、迷わず

クス」だ。池田市建石町に住む松田リエ

となり、より親しくなった。「それにも

保護され、合わせて弁護士は離婚手続き

お電話ください。通報者の秘密は守られ

さんと、伏尾台に住む橋川恵子さんは、

面白い話があるんだけど、ちょっと長く

を進めました。このように、子どもに関

ます。子どもを守るために必要な場合に

１２年前から一緒に製作を続けている。

なるなあ」と、２人がいたずらっぽく笑

する相談を受けた際、法律以外のことを

は、弁護士が協力して一緒に問題の解決

題材は中世ヨーロッパを絵本のように

う。今にも動き出しそうな、見る人をワ

相談できる場所として、児童相談所（豊

に取り組むことも可能です。【千里中央

描くオランダの画家、アントンピックの

クワクさせる作品の原点は、その笑顔に

中･池田の管轄は池田子ども家庭セン

法律事務所 相間佐基子弁護士】

作品や、ひな人形など和風のものもあ

ありそうだ。

０－７２８５－２５）もあります。

ター・電話０７２－７５１
－２８５８）を紹介するこ

どこを切るか、奥行きをど

とがあります。

うするかで、まるで違う作

子育てで悩んでいる時、

品になる」と松田さん。

言葉や行動が遅い気がして

「細かい作業で肩もこるけ

不安な時、家庭の事情で少

ど、逆に無心になって集中

しの間でも子どもを施設に

するのが気分転換になる」

預けたい時、学校や友だち

と話すと、橋川さんが「作

とのトラブルや不登校、家

業に入る前のおしゃべりも

出……。どんな相談にも児

含めてね」と付け足した。

童福祉士や児童心理士、児

松田さんは以前住んでい

童精神科医などの専門家が

た広島で、ＰＴＡの集まり

対応してくれます。子ども

（礒野健一）

る。「同じ絵を使っても、

【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

の際に教えてもらったのが

９月に開いていた池田栄本町郵便局ロビー展の作品を前にする松田さん
（左）と橋川さん
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わが家の宝もの

わが家の宝もの

藍人（あいと）く

わが家の宝もの

わが家の宝もの

１歳になったばか

咲希ちゃんは

陵希（いつき）く

んはまだ１０カ月

りの秀明くんで

１１カ月の女

んは７カ月です。

ですが、いつも１

す。わんぱく坊や

の子。おしゃ

お母さんが言うに

歳、ときには２歳

ですが、人見知り

べりが好き

は「内弁慶。外に

に間違われるほど

もしないよい子で

で、１人で

出るとおとなしく

体の大きな男の子

す。１年の子育て

しゃべっては

なる」のだそうで

です。「めっちゃ

はお母さんにとっ

自分で自分に

す。カメラを向け

わんぱくで力も強

て「あっという間

拍手していたりするのだとか。大きく

ると目をそらさず

いから大変」とお

だった」そうで

なったらお母さんとたくさんおしゃべり

にジッと見つめ返

母さんもあきれるほど、男らしさにあふ

す。早く育ってほしいけど、かわいい赤

してね。女同士、話がつきないでしょう

してきました。陵希くんは知らない人に

れています。でもよく見るとまつ毛がバ

ちゃんでいる時間がすぐに過ぎてしまう

ね。

も臆さない、結構強い子だと思います

サバサで、目元だけは美少女です。

のも惜しい気がしますね。

わが家の宝もの

わが家の宝もの

よ！

子どもと楽しみたい絵本 てくてく編㉗

色白の女の

いきなりカメ

子、咲希ちゃ

ラを向けら

末っ子が会社で具合が悪くなり、「午

やっと息子のもとに到着。この作品は道

んは５カ月で

れ、ちょっと

後から休み取ったから、帰るわ」との電

中に、ロバが付き添ってくれるので、心

す。ピンクの

戸惑った顔を

話。高熱を出している息子を１人で帰す

細くはならなかったでしょう。でも、こ

お口がとって

している旺佑

のは不安だったので、「車で迎えに行く

の作品ほど、困難な状況にならなかった

もかわいいで

（おうすけ）

から、待ってて！」と言いました。免許

ことに感謝！ （絵本を楽しむ会・Ｍ）

すね。お母さ

くんは５カ月

を取って３カ月足らず、１人で遠出をし

んによると「性格はマイペース。寝ると

の男の子です。困り眉毛がなんともかわ

たことなし。高速に乗るのも初めて。合

きはとことん寝るので楽です」とのこ

いいです。旺佑くんは家ではマイペース

流はできるのか、高速の速度に対応でき

と。たくさん寝て大きく育ってね。

に暮らしていますが、外に出るとやはり

るのか、不安ばかり。他車にどんどん抜

緊張するのかおとなしくなるそうです。

かれますが、慌てず騒がず、マイペー

【馬車でおつかいに】

走ってなくて、気持ちの良い道でした。

ス。高速は降りたけれど、道に迷い、
「カーナビが新しいルートを見つけまし

わが家の宝もの

わが家の宝もの

た」と言うので、その通りに走らせてい
ると、高速に入るではありませんか。

お顔しか写ってい

色白の、やわ

「どうなるの？」。その高速は最近でき

ないのが残念です

らかそうな

た海底トンネルのようなもの。１台しか

が、知佳ちゃんは

ほっぺをして

細身でスラリとし

いるこの赤

た、とてもスタイ

ちゃんは、完

ルのいい女の子な

太くんです。

んですよ。知佳

まだ４カ月で

ちゃんが最近は

すが、８キロもあるビッグベビー。お母

せて、病院へ行くことにしました。先に

まっているのは、

さんは抱っこするだけでも毎日大変で

主治医に電話をするように言いました。

お母さんが畳んで積み上げた洗濯物など

す。「ちょっと悪いな」と気をつかって

先生に「何時ごろに着く？」と尋ねられ

を崩すこと、だそうです。かわいい顔し

か、お外ではとってもおとなしくていい

た息子は「母さんが運転しているので、

た怪獣ですね。

子にしているんですって。

いつ着くかわかりません。着くかどうか

「馬車でおつかいに」作：ウィリアム・スタイグ
訳：せたていじ（評論社）

子どもと楽しみたい絵本 よちよち編㊲
【ハリー びょういんにいく】

私の運転で病院に行く＞のが怖かったよ

てくてく編の続きです。息子を車に乗

うです。

（絵本を楽しむ会・Ｍ）

も」。この原稿を書けたということは、

ファミリーであそぼう ２６日、千里中央公園で

ちゃんと病院に着いたのです！診察後、
息子は「電車で帰った方が良かった。こ

豊中市の子育て支援センターほっぺが

の掛け声に合わせて一斉に走り回るほ

んなに肩こらなかった」。ハリーは病院

１０月２６日午前１０時から、豊中市新

か、どんぐり体操や風船遊びなどが予定

に行くのが怖かったのですが、息子は＜

千里東町３、千里中央公園で親子のイベ

されている。

「ハリー びょういんにいく」作：メアリー・チャル
マーズ 訳：おびかゆうこ（福音館書店）

ント「ファミリーであそぼう」を開催す

予約不要。４月に二ノ切池公園で行わ

る。対象は就学前の子どもと保護者で、

れた前回は５０組ほどの親子が集まった

秋の自然とふれあいながら体を動かすこ

という。問い合わせは、ほっぺ（０６－

桜井谷少年野球部は、豊中市立桜井谷

はスパルタ方式ではなく、トイレも水分

とをテーマにしている。「よーいどん」

６８５２－５５２６）へ。（早川方子）

小学校を拠点に、毎週末と祝日の午前９

補給も好きな時に好きなように取らせる

時から午後５時まで練習や試合を行って

など、自主判断に任せている。部員は２

いる。市内の少年野球団の多くが独立

０人足らずだが、６年生の奥山慎太郎君

リーグである豊中豊友少年軟式野球連合

がオリックスバファローズのジュニア

に所属しているが、桜井谷少年野球部は

チームに選ばれるなど、注目されつつあ

夫婦で楽しむＷの子育て(35)
◆ママの憧れ！？父子旅行

しても自由。独身気分です。

少年野球⑩ 桜井谷少年野球部

夫は、ファザーリングジャパン関西と

パパと子は、ママがそばにいないこと

全日本軟式野球連盟に連なる大阪府少年

る。キャプテンで６年生の木下星寿（せ

いうＮＰＯで活動しています（本職は会

で、頼る人がいない状況の中、２人で何

軟式野球協会に所属している。理由につ

いじゅ）君も「将来はプロ選手になりた

社員です）。パパが育児や家事を楽しむ

とか切り抜ける方法を見つけ、仲良く

いて監督の坂部正弘さんは「豊中だけで

い」と夢見ている。

ためのイベントや講座などを開催してい

なって帰ってきます。パパは、仕事仲間

なく大阪で１番に、ゆくゆ

ます。「こんな活動をしています」とい

と違うパパ友ができることで、大げさに

くは日本１になりたい、と

う説明をすると、ママたちが真っ先に食

言うと人生の幅が広がるそうです。

いう子どもたちの希望をか

いついてくる（笑）のが、「父子ツ

いいことばかりの父子ツアー。まずは

なえるため」と説明する。

アー」です。パパと子だけで、１泊の

ママ友と家族ぐるみで旅行へ出かけ、

モットーは「やるからに

キャンプに行くというものです。

「来年からはパパと子どもだけで、なん

はプロを目指す」。練習に

パパと子どもだけで旅行！ということ

てどう？」と提案してみてはどうでしょ

ハードルを取り入れるな

は、その間、ママは完全自由時間。子ど

う？そんなにうまくはいかないか……。

ど、瞬発力や体幹を鍛える

もが産まれてから、２日連続で１人っき

【椹（さわらぎ）寛子さん】

ことに重点を置いている。

りになったことありますか？

パパに子

豊中市在住。４歳と１歳児の母。著書に

近畿大学野球部出身の坂部

どもをお願いして昼間でかけても、晩ご

「だから、あんたは不幸やねん～見方を

さんは、大学のトレーナー

はんの準備までには帰らなきゃ、みたい

変えれば、人生は逆転する」（日中言語

から子どもに適した練習法

な慌しさはありません。夜も１人、何を

文化出版社）がある。

を学んでいるという。練習

（早川方子）

桜井谷少年野球部のメンバー。練習中も明るく笑顔が絶えない
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阪大の先生㉕菅沼克昭さん 鉛フリーはんだの世界

自然で遊ぼう㉔ もしもに備えて家族会議を

紀元前から、物を接合する素材として

思いから、大学では核融合を学んだ。

自然からは恵みもあれば、災害もあり

使われていたはんだは、科学技術の発達

「でも、詳しくやればやるほど、政府や

ます。台風１８号の影響で京都の桂川が

治水対策や耐震型の住宅が増えていま

とともに重要度を増し、今はパソコンや

研究者の言い分の矛盾に気付いてしま

氾濫（はんらん）したことは記憶に新し

すが、それでも被害が完全になくなるわ

各種家電製品など、あらゆる機器に使用

う。どうあっても安定化は無理だし、廃

いと思います。そんな時の備えはどうし

けではありません。自然とうまく共存す

されている。しかし、旧来のスズと鉛に

棄物の問題は残るのだから」。挫折を味

たらいいのでしょう？

るため、普段から自然を見る目、家族と

よるはんだには、鉛中毒の危険が伴っ

わい、目に止まったのがはんだだった。

いれば、紙おむつなども必要になります

の話し合いを持ってほしいと思います。

た。大阪大学産業科学研究所の菅沼克昭

「融点が低いはんだは、ホットプレート

し、お年寄りがいれば、家から動けない

【木村太郎さん】株式会社ＥＧＧＳ代

教授は、鉛を使わない「鉛フリーはん

１枚で実験ができる」と研究を続けた結

ことも想定しないといけません。家ごと

表。さつきやま森の幼稚園園長。池田市

だ」を広め、人にも環境にも優しい世界

果が、鉛フリーはんだにつながった。

に防災計画を立てる必要があるのです。

在住。五月山での様々な自然体験を提供

の構築に尽力した。

また、新しいはんだ素材の開発が、プ

小さい子どもが

おいてください。

先日の台風では、猪名川

２０世紀末、電子機器の需要が増える

リンテッド・エレクトロニクスの研究に

の水位も上昇しました。今

に伴い、廃棄されたそれらをどうすべき

も生かされている。丸めたり伸縮しても

はインターネットで１０分

かという問題も大きくなった。鉛が含ま

問題のない電子ペーパーを作り、それを

おきに水位などを確認する

れる電子機器を普通のゴミのように扱え

シールのように体に張り付け、体調管理

ことができるので（国土交

ば、環境への悪影響は計り知れない。折

をするシステムを考えている。「高齢化

通省 川の防災情報 http:/

しもヨーロッパが電子機器に対して厳し

社会で必ず役に立つ技術になる」と、熱

/www.river.go.jp/）、最

い環境基準を課し、輸入制限をかける動

く語る。

新の情報を踏まえて家族で

きが出ており、菅沼さんは「このままで

「自分が世界を変えたとは思わないけ

は日本の電子産業は壊滅する」と考え

ど、開発した素材がさまざまに使われて

避難した方が安全か？

た。メーカーが、作るだけでなく廃棄後

いるのをみると、やりがいのある仕事だ

残った方が良いのか？

の処理まで責任を持つべきだとし、なら

とは思います」。私たちも気付かないう

自治体が出すハザードマッ

ば最初から有害物質である鉛を使わな

ちに、菅沼さんの研究のお世話になって

プなどを参考に、検討して

い、「鉛フリーはんだ」による技術開発

いるのかもしれない。

話し合うことができます。
各

台風１８号の影響で、水が引いた後も大きな石やブロック、流木が散乱
する猪名川

（礒野健一）

を進めるべきだと訴え、

豊中市の子ども条例 子どもたちの声を反映

その研究に力を注いだ。
同時に、資源の有効活用

「私たちは一人ひとり違う」「大人が

づくりを条例の柱に据えた。「世の中を

も考えた法律の整備にも

できないことを、私たちにしなさいとい

知る機会がほしい」「職業体験をしてみ

携わり、それが家電リサ

うのはおかしい」「女子は怒られないの

たい」などの子どもの声は、第９条の２

イクル法（２００１年施

に、男子が同じことをすると怒られる」

「事業者は、子どもが社会の仕組み及び

行）につながった。「企

「不公平やえこひいきをやめて」「家族

職業に対する理解を深めるための機会の

業には新たな負担になる

や友達と遊べる場所がほしい」――。

提供に努めるものとする」とした条文に

ので、当然反対は多かっ

子どもたちの声だ。豊中市が「子ども

生かされた。こども未来部こども政策室

た。でも、これをきっか

健やか育み条例」を制定（２０１３年４

の濱政宏司さんは「あたり前の言葉が並

けに日本でも、環境問題

月）するために、小学５年生から中学３

でいるが、言葉を裏付ける現状がある」

を身近に捉える人が増え

年生、高校生、新成人に分けてヒアリン

と語る。

た」と、当時を振り返

グした。子どもたちの意見を条例に反映

市が１０年計画で進めてきた子育て支

る。

させるためだ。保護者や支援団体などに

援「こども未来プラン・とよなか」が、

も調査しており、ヒアリングは全３３

２０１４年度末で終了する。この条例

回、のべ２９３人が参加した。

は、２０１５年４月からの子育ち・子育

菅沼さんが今の道に進
んだきっかけは、子ども
のころに読んだたくさん

高校生は「勉強していても追い出され

のＳＦ小説だ。その中

ない場所がほしい」「大人の都合で、子

に、金属をすべてエネル

ども扱いされたり、大人扱いされる」

ギーに変換するという設

「将来のことを一緒になって考えてくれ

定の物語があった。「こ

る大人がいない」など、居場所がないこ

れだ！と。日本は資源が

とや、大人が真剣に向き合ってくれない

ないから、この研究しな
ければと考えた」。その

世界初の量産型ハイブリッド車、トヨタ・プリウスの心臓部、電気の直流
・交流交換器も菅沼さんが開発した。「自分の子どもみたいだよ」

て支援計画に反映させる。（進藤郁美）

などの声が多かった。保護者からは「親
は小学校までに何をしたらいいのか」
「自分で経験することが必要」のほか

ふたご集まれ 阪大でフェスティバル
吹田市山田丘１、大阪大学吹田キャン

を育児中の親の交流会も企画されてい

パス内コンベンションセンターで１１月

る。参加希望者は同センター（電話０６

１０日午後１時から、ふたごやその家

－６８７９－２５５６▽ファクス０６－

族、ふたごについての知識を深めたい人

６８７９－２５５７）へ。（早川方子）

「子どもに鈍感力を付けてほしい」との
意見もあった。
市は子育ち、子育て、安心安全なまち

豊中市は、条例を作る前に、子どもたちからヒアリ
ングを行った

たちが交流をはかる「ふたごフェスティ
バル２０１３」が開かれる。大阪大学大
学院医学系研究科付属ツインリサーチセ
ンター（早川和生センター長＝教授）の
主催。ふたご臨床研究の実際や予防医学
についての研究報告や講演のほか、交流
会や記念写真撮影、健康チェックなどの
コーナーが設けられる。
ツインリサーチセンターは双子の研究
機関として、日本で初めて設立された。
遺伝子が１００％同じ一卵性双生児と、
平均で５０％同じ遺伝子を持つ二卵性を
比べることで遺伝子と、環境の影響を研
究し、老年病など予防に役立てようとし
ている。今回のフェスティバルは単なる
研究のための集まりではなく、ふたご同
士が「ふたごで困ったこと、良かったこ
と」などについて話し合い、またふたご

センター長の早川教授。早川さんの奥さんも二卵性
の双子という

ワークショップでカレーを作る子どもたち。「子どもたちは、すぐには意見を言わないので、まずは仲間づく
りから始めて、話せる環境を作った」と、こども政策室の濱政宏司さん
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空美ちゃん・空港へ行く⑧ 大阪航空測候所

身近な生き物たち㉕ 広がるナラ枯れ被害

大阪空港に大阪航空測候所がある。飛

フュー（かすか）、積雲。２層目は６０

マチゴト５２号（２０１３年６月１３

から南西にある刀根山病院の敷地内で

行機の離発着に必要な気象観測と予報、

００フィート、スキャッター（全天の４

日発行）で、池田市の五月山で広葉樹が

も、数本がナラ枯れとなっている。市販

解説を担う気象庁の機関だ。予報は１日

割程度）、層積雲」と記録していた。

立ち枯れるナラ枯れが出ていることを伝

の殺虫剤を穴に直接噴霧するのが効果的

４回発表する。観測データは１時間ごと
に管制官、航空会社などに送る。

常に空とデータに目を凝らしている。

えた。被害はその後も広がっており、豊

だが、馬場さんは「木への影響がどうな

雷が光ってから音が聞こえるまでをス

中市の島熊山や千里地域でも確認されて

るかわからない段階では、使用は控えて

いる。

ほしい」と話している。

守備範囲は空港から半径９キロ。予報

トップウォッチで測り、距離を測ること

官、技術専門官が２人１組で２４時間業

もある。「アナログな手法も使いなが

９月１８日に、大阪府立刀根山高校

馬場さんによると、幹の直径が３０セ

務にあたる。大阪空港事務所庁舎８階の

ら、データをもとに現象を見るのが仕

（豊中市刀根山６）で、ナラ枯れ防除の

ンチを超えると、ナラ枯れの被害が激減

観測室に入ると、衛星画像や天気図、観

事」と山本さんは話す。 （進藤郁美）

研修会が行われ、大阪府中部農と緑の総

するという。「昔はそれ以下の太さの木

測データなどがパソコン画

合事務所の馬場玲子さんが府内の現状

は、まきやキノコの原木にするため伐採

面に出ていた。

と、対策について講演した。

していた。今はそんな管理をする山もな

「離発着に重要な見通し

大阪府内では２００９年に高槻市で初

くなり、虫にとってはごちそうがたっぷ

距離と、雲の高さ、量、形

めて確認された。その年の被害面積は１

りある状態」と、更に被害が拡大するこ

は目視する」と主任技術専

０２平方メートルだったが、徐々に被害

とを懸念している。

門官の山本雅樹さん。１時

地域を南へ広げ、２０１２

間ごとの定時観測の際は、

年には八尾市や四條畷市を

当番が外へ出て空を見上げ

前線として、被害面積も２

る。「淡路島が見えるか

４５５平方メートルに拡大

ら、見通し距離は約５０キ

している。

ロ。１番低い雲は３０００

刀根山高校の裏山でも、

フィート（１フィートは約

２０１３年８月に被害が確

３０センチ）、雲の量は

定時観測のほか、突風など変化があった場合の特別観測、管制官からの
リクエスト観測がある。手前は予報当番席、奥が観測当番席

（礒野健一）

認された。同校生物エコ部
の生徒が原因となるカシノ
ナガキクイムシの開けた穴

空港・就航都市の街から⑫ 高知県

を調査したところ、根本付

高知空港は２００３年１１月、「高知

画されている。また、今年始まった「高

近を中心に２００カ所以上

龍馬空港」の愛称がついた。坂本龍馬は

知龍馬マラソン」は２０１４年２月に２

が確認できた。また、高校

高知県が生んだ明治維新の偉人で熱烈な

回目を開催する。龍馬が眺めた太平洋を

ファンも多いことから、観光振興に役立

望むコースを舞台に行うフルマラソン

つと期待されてのことだった。愛称化に

で、１０月末まで参加者を募集してい

は７万人を超す署名も集められた。

る。第１回大会には、全国から３４７５

「これ何ですか！」と、花束を見た時

高知県には龍馬の名を冠したさまざま

人のランナーが集まった。１１面に「カ

の驚きぶりが印象的でした。妻の誕生日

なサービスやイベントがある。博物館な

ツオのわら焼きたたき」のプレゼント情

に、見たことがないような珍しい花を贈

どの観光名所や特定の飲食店で割引やプ

報。

りたいという要望を受けて作った花束で

（早川方子）

レゼントがもらえる「龍馬

刀根山高校の裏山で見付かった、ナラ枯れの被害木。カシノナガキクイ
ムシが開けた穴にピンを刺している

心の花束⑱ 驚きを演出する妻の誕生日

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

す。

パスポート」、高知の魅力

市場でも珍しいジンギバー・レッド

をテーマ別に紹介する観光

ワックスという赤いパイナップルのよう

キャンペーン「リョーマの

な花に、丸いフウセントウワタを組み合

休日」などだ。

わせました。茶色い斑（ふ）入りのクル

１１月４日には「第１回

クマも入れ、変わりものづくしで仕上げ

土佐龍馬リレーマラソン」

てみました。

が高知競馬場で開催され

【花の部屋】豊中市本町4-1-28▽電

タイトルは「びっくり仰天のお誕生日フラワー」

る。小学生以上の参加者が
１．１～５キロを走るコー

風景印で街歩き⑱ 豊中南郵便局

スや、成人の未婚男女が混
成チームを結成して走る
「婚活マラソン」などが企

２月に開かれた高知龍馬マラソン

豊中市の南部、約９万世帯の郵便物を
集配する豊中南郵便局（穂積２）の風景

改めて書く楽しさ、もらう喜びを感じて
ほしい」と願った。

（礒野健一）

印は、服部緑地公園の民家集落博物館

阪急ものしり帳(24) 駅名変更

と、天竺（てんじく）川の松並木、名神
高速道路豊中インターチェンジを描く。

阪急電鉄は１２月２１日、４駅の名前

ある。駅名看板、時刻表、路線図など

浅井延亮局長は「豊中は空港もあり、新

を変える。宝塚線では服部が服部天神

だ。切符類の変更が大変だという。普通

幹線の駅も近い交通の便が良い街。イ

に、中山が中山観音になる。ほかに、神

券、回数券、定期券など種類が多い。ほ

メージには合っているのでは」と話す。

戸線の三宮が神戸三宮に、嵐山線の松尾

とんどが券売機での発券なので、機器の

豊中南局には、管轄内の小学校の児童

が松尾大社に変更になる。京都線の西山

管轄部門がデータを入れ替えるが、駅に

が毎年社会見学にやって来る。「１番盛

天王山駅が開業する日に合わせた。

出向いての作業もある。今回は４駅に約

り上がるのは、自動仕分け機ですね。自
分の手紙がきちんと届く仕組みを見て、

服部駅のそばには服部天満宮（服部天

１０人が出かけ、変更当日の未明に作業

神）がある。菅原道真が九州・大宰府に

をする。宝塚線では能勢口駅を川西能勢

左遷された際、脚気（かっけ）に悩まさ

口駅に変更した例がある。 （梶川伸）

れたが、村人の勧めで服部

局内のコミュニ
ティールームで
は、ちぎり絵の葉
書作り教室も開い
ている

「石の道・いけだ」彫刻めぐり㉛用澤修さん

の路傍のほこらに祈願する

「石は、長時間の塊であり、自然（じ

る磨かれた部分は、まさに爆発寸前の

と治ったという言い伝えが

ねん）の意思」と語る彫刻家の用澤修さ

ビックバン」と説明する。（進藤郁美）

ある。「足の神様」として

んが作った「時の塊」が池田市の水月公

信仰を集める。このような

園にある。

ことから、親しまれている

「ビックバン以前の高密度に充満した

服部天神を駅名に採用する

エネルギーの片りんが、１５０億年の時

と、広報部は言う。梅田行

を経て、人の細胞内にも組み込まれてい

きホームには、服部天神の

るかも知れない。地球も石も生物も、関

ご神木とされるクスノキが

連し、連続性を持っている」と考えなが

残っている。

ら制作したという。エネルギーが１カ所

駅名変更によって、たく
さんのものを変える必要が

１２月２１日に駅名が変わる服部駅。ホームにはクスノキがそびえてい
る

に集中し始めている様子を、真ん中の３
つの石で表現した。「１番下の石が接す

池田市の水月公園にある用澤修さんの「時の塊～Ｔ
ｉｍｅ Ｃｏｎｄｅｎｓｅｒ～」
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83.7MHz ＦＭ千里の声㊱ 永倉由季さん

わが子に伝えたい食卓⑱ サンマの塩焼き

◆「寺谷一紀の千里の道も一歩一歩」

ちが一生懸命盛り立ててくれ、これじゃ

４歳の娘は、まだ魚の身を上手に食べ

（金曜13時～14時）アシスタント担当

ダメだと思った」と考えを改めた。今は

ることはできないので、あらかじめ食べ

【烏帽子真理さん】池田市在住のフード

「この仕事が大好き」と言い切る。

やすい大きさにほぐしたものを盛り付け

ライター。体に優しい料理が得意。
http://ameblo.jp/communication-hug/

ベテランアナウンサーの寺谷一紀さん
とコンビを組んで４年余り。今は「一紀

「豊中は地元愛の強い人が多い。見返

ていました。しかし、いつしか「今日は

くん」「由季ねえさん」と呼び合う、息

りを求めず、街を良くしようと活動する

お魚だよ」というと、どんな魚を並べて

の合ったトークで番組を盛り上げる。

人がたくさんいる」と感じている。（礒

も「サケおいしい！」と、食べるように

「相手は大先輩なんですが、ツッコミも

野健一）＝コミュニティＦＭ千里木曜午

なり、彼女のなかではサバもサワラもア

入れながら楽しんでいます。とても知識

前１１時から、マチゴトの記事を紹介す

ジも、ぜーんぶ“魚＝サケ”と認識して

が豊富で、緊張しないしゃべり方も勉強

る「まるごと・マチゴト」放送中

いるんだと気づき、そろそろ赤ちゃん扱

になる」と尊敬の眼差しを

いは卒業だなと慌てました。以来、食卓

浮かべた。

には切り身か尾頭付きで並べ、魚の名前

夏目雅子にあこがれ、そ

クイズをしてから、目の前で身をほぐす

んな役者になりたいと、大

ようにしています。

学生の時に芸能事務所に

内臓は老廃物のたまる場所なので、取

入った。「役者志望だった

り除き、軽く塩をして１０分ほど置いて

ので、ラジオのリポーター

から、水分をふき取り焼きます。左側に

の仕事が来てもやる気が出

頭がくるように盛り付けるので、上面か

ず、『リポーター役をやっ

ら火が当たるグリルの場合は、盛り付け

てるんや』という気持ちで

る側を最後に焼くとパリッと仕上がりま

仕事をしていた。でも、そ

す。「お魚の頭は左上、しっぽは右。ご

んな気持ちでする下手な私
のリポートを、現場の人た

も意識的に伝えています。

毎朝、農家から取り寄せた野菜でジュース作って飲む。「食と健康の大
切さを伝える仕事もしていきたい」

豊中運動場１００年⑥ 慶応、食い下がるも涙

飯は左、お味噌汁は右」と、呪文のよう
に繰り返しながら、正しい配膳（ぜん）

見落とされがちな盛り付け方。干物は皮を裏にしま
すが、いずれも左に頭がくるようにしてくださいね

ブライダル豊中 婚活のアドバイス

豊中運動場の開場記念となった「日米

の良いスタートを切った。慶応大は菅瀬

「親から始める婚活」で知られる結婚

ブライダル豊中は無料会員登録などの

野球戦、慶応義塾大学対スタンフォード

投手の好投と好守備が光り、２点は返さ

相談所「ブライダル豊中」（豊中市庄内

お試しサービスも行っている。問い合わ

大学」は、１９１３（大正２）年６月２

れたものの６回までリードを保つ。しか

東町１）のカウンセラー、後藤美千代さ

せは０６－６３３３－０２９９へ（１０

２日に第２戦が行われた。前日の第１戦

しスタンフォード大は７回裏、２死から

んに婚活のアドバイスを聞いた。

時～２０時、火曜定休）。（早川方子）

は１０対０で慶応大が大敗した。

の３連打で２点を奪い逆転。直後の８回

「カウンセラーは、会員さまの理想像

この日は朝から晴れ間が広がる野球日

に慶応大は同点に追いついたが、その裏

を聞き、年齢や家族構成、収入などで釣

和。前日の雨交じりの曇天がうそのよう

にスタンフォード大が内野安打で貴重な

り合いの取れた人をご紹介します。でも

な好天になった。午後３時の試合開始を

勝ち越し点を挙げて逃げ切った。

やはり重要なのは内面であり人柄で

待ちきれない観客が朝から豊中運動場に

９回表の慶応大は２死ながら２、３塁

す」。ブライダル豊中には会員が自分で

詰めかけた。箕面有馬電気軌道の電車が

まで食い下がったが、あと一打が出な

見合い相手を探す検索システムもある

２分おきに豊中停留場に到着するたびに

かった。応援団席は絶叫の渦となった

が、「カウンセラーからの紹介の方が、

観客は増え続け、４万人（主催者発表）

が、ゲームセットでため息に変わった。

成婚率がずっと高い」という。検索では

の大観衆で膨れあがった。

両チームともに７安打だったものの、ス

相手の見た目で判断しがちで、結婚相手

タンフォード大は３塁打を３本記録して

として重要な性格や人柄が見えないため

おり長打力の差が勝敗を分けた。

だ。後藤さんは「容姿が好みと違って

球審は三島弥彦氏が務めた。三島氏は
日本初の五輪選手としてストックホルム
五輪（１９１２年）の陸上競技に出場。

豊中運動場での試合は慶応大が２敗。

も、実際に会うことで人柄や性格にひか

野球部にいた学生時代は投手として活躍

東京、名古屋での試合を合わせて慶応大

れるのはよくある」と話し、「夢を持ち

し、学生野球の審判も務めていた。日本

は３勝５敗で終わった。豊中運動場開場

つつ、現実とのバランスを考えて相手を

人審判のレベルに批判的だった米国チー

の様子は、新聞だけでなく活動写真でも

探してほしい」とアドバイスする。結婚

ムも三島球審には敬意を表したという。

伝えられた。第１戦の様子は日本活動会

に悩む子を持つ親には「親子だからこそ

先発は第１戦と同じく慶応大は菅瀬一

社が１７分の活動写真にまとめ、翌２２

言えないこともある。相談所に行くのも

馬投手、スタンフォード大はメープル投

日から道頓堀の朝日座で上映。豊中運動

１つの選択では」と提案している。

手。菅瀬投手は前日の途中降板の雪辱を

場を見に行く人が激増した。（松本泉）

果たそうと意気込んでいた。

◆日米野球第２戦

１回表、慶応大は２死から相手の失策
の連続にうまく乗じて３点を先取、幸先

大正時代初めの慶応大野球部の選手たち

慶応義塾大

３００００００１０＝４

ス大

００１０１０２１×＝５

「カウンセラーにはできるだけ心を開いてほしい」
と話す後藤さん

ハーブで暮らしを楽しむ㉜
過ごしやすい季節になりましたね。実

トも目白押しで、大人も子どもも心身と

りの秋、様々な木の実や果物などおいし

もにストレスを感じやすい時です。ビタ

いものもたくさんですね。

ミンＣはストレスを感じる時にしっかり

先日、講師仲間から、ローズヒップの

とっておきたいビタミンです。小さな苗

実を分けていただきました。ローズヒッ

から育てて１年で実を収穫できるようで

プはビタミンＣをたっぷり含んでいて、

す！私も育ててみようかな。

この実の形から「ビタミンＣの爆弾」と

【北河桂子さん】アロマ＆ハーブの小さ

も言われています。乾燥したローズヒッ

な学校Mrs. Lavender代表

プをお茶にして飲まれる方も多いでしょ

lavender.com/▽info@mrs-lavender.com

http://mrs-

うが、生の実をご覧になっ
たことがある方は少ないの
ではないでしょうか。生の
実をかじってみると、何の
味もせず、中からたくさん
の種子が出てきました。こ
の種子にもビタミンＣをは
じめ肌に必須の栄養素を含
んでいて、ここからローズ
ヒップオイルが抽出される
ので、正に捨てるところが
ない実です。今の時期は気
温の変化に加えて、イベン

お皿の１２時の位置に生のローズヒップの実、時計回りに、ドライのも
の、種子です
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池田の行きつけ⑦ 喫茶どんぐり
池田のサカエマチ商店街、その一番街

客さんの顔を見たら元気になる」と、常

と二番街を分ける通りに、喫茶「どんぐ

連客を虜にしてきた笑顔を向けた。遠山

り」はある。

さんによると「大事な商談は、ここで話

開店した約１５年前から行きつけにし

すとまとまりやすい」という。柔らかな

ているのが、池田栄本町郵便局の遠山経

雰囲気の中、おいしいものを前にすれ

教局長だ。「コストパフォーマンス、ク

ば、さもありなんだ。

オリティ、コミュニティ－、どれも素晴

【喫茶どんぐり】池田市栄本町３－５

らしい」と絶賛する。おすすめは「どん

▽072-752-0707▽7時～19時､第1･3火

ぐりセット」。コーヒーか紅茶に、カツ

曜は17時まで▽第2･4火曜定休

（礒野健一）

サンド、サラダなどが付い
たメニューで、揚げたてで
肉厚のカツが食欲をそそ
る。「女性だと、１人で食
べきるのが大変なほど。で
も、残しても容器に詰めて
くれるので安心」という。
店は谷口きよ子さんが１
人で切り盛りする。料理は
全て手作りで、ケーキも焼
く。盆も正月も通常営業、
定休日も仕込みがあるので
１年間休みなしだが、「お

谷口さん（右）と談笑する遠山さん。店名は五月山にたくさん落ちてい
るどんぐりから取った

農業インターンシップ 豊中市が高知県で実施
農業就業者の高齢化で農業の担い手は

農地法の規制が緩和され、農業生産法人

減り続けている。その一方で、職につけ

の活動が活発になってきた。農業法人は

ない若者が大勢いる。豊中市はこのほど

会社組織なので、スタッフの採用を検討

雇用創造のため、高知県嶺北（れいほ

しているところも多く、会社に就職する

く）地域（土佐町、本山町、大豊町、大

のと同じ感覚で農業を選べるという。

川村）と連携し、転職サポートをする

西岡さんは「農業と聞くと、余暇もな

「クックビズ株式会社」（大阪市）など

く、一生をそれに注ぎ込むというイメー

とともに、都会にいる農業初心者に農業

ジもあるが、そうではなく、ちゃんと休

や田舎暮らしを３週間経験させ、農業生

みも取って、趣味の生活を送ることがで

産法人などへの就職をサポートする「農

きる」と説明する。３週間のインター

業インターシップ」に乗り出した。起業

シップ期間でも週２日の休みは確保でき

支援型雇用創造事業として６８３８万円

る。就業時間は午前８時～午後５時。途

を計上し、第１期生を１１月１日～２１

中２時間の昼休憩がある。宿泊先は土佐

日に、第２期生を２０１４年１月に、そ

町内にある研修施設。元学校だった建物

れぞれ５人ずつ高知へ送り込む。

で、大浴場や食堂、炊事場がある。

農業や田舎暮らしに興味があっても、

第１期のインターン先は農業法人「株

農家に生まれたわけでもなく、田舎暮ら

式会社れいほく未来」で、ピーマンや

しの経験もない人が地方へ移住するには

キュウリなどの収穫や剪定（せんて

大きなリスクが伴うため、簡単には踏み

い）、草刈りなどをする。インターン

出せない。豊中市の市民協働部理事の西

シップ参加費は無料。宿泊費も無料。高

岡正次さんは「これまでは雇い入れる仕

知までの往復交通費は自己負担だ。食事

組みがないのが問題だったため、就職先

は自炊が基本で食費の一部は自己負担と

として農業を選択することが難しかっ

なる。応募資格は１８歳から５５歳。研

た」と話す。日本では家族による農業経

修後は就職サポートがある。問い合わせ

営が圧倒的に多く、農業法人を含む組織

はクックビズ（０１２０－５０－９９１

経営体はわずかだ。しかし２００９年に

２）へ。

マチゴトの配布スタッフを募集 豊中と池田
地域密着新聞「マチゴト豊中・池田」

丘、春日町と北豊中周辺です。報酬は、

は、ポスティングスタッフを募集してい

ポスティングする枚数に応じて支払いま

ます。決められた地域に、１～３日間で

す。

マチゴトを配る簡単な仕事です。未経験
の方、主婦や学生の方も歓迎します。
配布地域は池田市の阪急石橋駅周辺
と、豊中市の阪急豊中駅、緑丘、西緑

告知をしてみませんか？

マチゴトは情報発信の大きな味方です！

毎号10.8万世帯にお届けできます。

問い合わせは毎日新聞北豊中販売所
（０６－６８５３－３９６６）で、午前
１０時～午後７時です（日曜、祝日を除
く）。

（編集長・梶川伸）

お問い合わせ先
株式会社毎日新聞ローカル（マチの伝言板担当）
tel.06-6346-8255 fax.06-6346-8256
sales-toyonakaikeda@machigoto.jp
WEBサイト http://machigoto.jp

第１期のインターン先である農業生産法人「株式会社れいほく未来」のアスパラ畑

（早川方子）
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洋風グリル串焼き 千里菫

編集長のズボラ料理(45) サンマのジュース焼き

千里中央駅のせんちゅうパルに「洋風

貝柱のベーコン巻き、牛乳で炊いたカ

遍路旅の先達（案内人）をしている。

グリル串焼・千里菫（せんりのすみ

リフラワーと鶏肉ミンチをあわせたガ

その日のお参りをすませ、穏やかな心に

る。僕の場合、修行の辛さは飲み物に端

れ）」がある。イタリアンやフレンチを

レットや、エリンギをイカで巻いた「ト

なって宿に入る。温泉であればゆっくり

的に表れる。オレンジジュースとリンゴ

織り込んだ創作串焼きの店で、オープン

ルネード」、レンコンの豚肉巻き、もち

と湯船に身を置き、落ちてゆく夕日を眺

ジュース、牛乳とスープ、みそ汁と並ん

キッチンの鉄板を使って焼き上げる。店

豚ロースのバジル風味、きのこのレタス

める。「夕日は１日の思い出がいっぱい

でいる。１滴の水に感謝しながら、すべ

主の東平和（としかず）さんは「串を刺

巻きなど、旬の素材を使った串焼き８種

詰まっていて、重くて重くて沈んでい

ての恩徳をいただく努力を重ねる。四国

すことよって絵になる。食材がたくさん

類を、赤ワインが入ったポン酢、塩、ゴ

く」などと、気取ってみたりする。

はミカンどころだから、オレンジジュー

使えるし、組み合わせも面白い。そのう

マだれで味わう８品ランチは、ご飯、み

さて、夕食。「１粒の米にも万人の労

え、ヘルシー」と話す。

夜が明けて、朝食で戦いは再開され

スから始めるが、途中で挫折する。まだ

そ汁、自家製ぬか漬け、サラダ、コー

苦を思い、１滴の水にも自然の恩徳に感

２００８年に箕面市から移ってきた。

ヒー、デザートが付いて１２５０円。串

謝し、ありがたくいただきます」。食前

１泊２日の遍路旅で、２日目の昼食も

妻の彰子さん、息子の平聞（としひろ）

焼き６品（８５０円）やハンバーグ（８

の言葉を唱和して、はしを持つ。遍路ら

バイキングの店を選んでしまったことが

さんと嫁のまき子さんの東一家のほか、

５０円）、もち豚ステーキ（９８０

しい良い流れである。本当は、昼間から

ある。３回連続して食べ放題で、空海な

家族同然という平和さんの先輩、後輩

円）、牛フィレステーキ（１６００円）

ワイワイとにぎやかなのだが、こう書か

らぬ食う会になってしまった。そこまで

シェフらが腕を振るっている。

などもある。ぬか床は２２年もので、隠

ないと、後が続かない。

修行を繰り返せば、自然と悟りがひらけ

「店のドアを開けた時にのぞかせるお

し味はビール酵母だそう。（進藤郁美）

客さんの緊張した顔が、ふっと豊かな表
情になる一瞬がある。料理を見た瞬間の
驚きだったり、食べた時の喜びだったり

Ｎ

至箕面

リエがいなければ」と、２０１２年に資
格を取った。大学の受験勉強をして以
来、真剣に勉強をしたと笑い、「ほかほ
かのソムリエがいます」と、照れくさそ
うにＰＲする。

至梅田

千里
ザ・千里 図書館
レジデンス
●
ピーコック

新御堂筋

きたと言う。「ワインを出すなら、ソム

千里ライフ
サイエンス
センター

ザ・千里
タワー

423

する。そんな顔を見たくて」と平和さ
ん。心を通わせるような店づくりをして

宿に休暇村を選ぶと、夕食はバイキン
グである。そうなると、流れは変わる。

阪急千里
中央ビル

千里菫

千里中央駅

千里
阪急

立体
駐車場

北大阪急行・千里中央駅、北改札口すぐ

【洋風グリル串焼 千里菫】豊中市新千里東町１－３－２３、せんちゅうパル地下１階▽１１時～１６時半、
１７時～２３時▽無休▽０６－６１５５－１００８（写真左から３人目が東平和さん、隣が妻の彰子さん）

つまみ食い㉑ 十八番まんじゅう

まだ、修行が足りないと感じながら。

る。「食をむさぼるなかれ。食べ放題の
連続は最大２回まで」

食べ放題は人間から、節度だとかつつし

今回はオレンジジュースを使う。サン

みや落ち着きを奪い、競争心をあおる。

マを食べやすい大きさに切り、軽くカタ

食前の言葉が終わるやいなや、スタート

クリ粉をつける。フライパンにオリーブ

ダッシュをかける。ウサイン・ボルト選

オイルをひいて、サンマの両面を焼いた

手も真っ青になるほどだ。

後、１度取り出す。フライパンを洗い、

テーブルに戻ってくると、「１粒」ど

オレンジジュースにしょうゆと砂糖少々

ころか、皿は山盛りになっている。万人

を加えたものを入れて、サンマをその中

の労苦を大きく超え、億人の労苦を思

に戻し、炒め煮にのようにする。煮つめ

う。そして、「苦しい」とうめきなが

るくらいまでにして、できあがり。悟り

ら、「これも修行」と言い合う。

の味になっているかどうか。（梶川伸）

生のサンマを開くか、開いてあるサンマを買ってくると、調理をしやすい

北摂麺大使㉔ 池田市・萬八

看板娘が小さな手にまんじゅうを握っ

えきれないほど試した。生地とあんの相

すれすれまでスープが注がれたラーメ

セットで食べたが、すんなり食べきって

て「どうじょ」と迎える。阪急岡町駅前

性が合わず、最初は失敗ばかり」と振り

ン丼に、あごまで届きそうなほど山盛り

しまった。キャベツともやしを中心に、

にある「十八番（おはこ）まんじゅう」

返る。今は豆乳クリーム、ハムマヨなど

の野菜。名物メニュー「萬八（まんぱ

ニンジン、玉ネギ、イカなど、さまざま

の看板娘は１歳４カ月の唯ちゃん。唯

が加わり８種類。秋のクリあん、冬の生

ち）チャンポン」で人気を集めているの

な具材がスープにうまみを加え、飽きる

ちゃんは生後２カ月から店に出て、祖

キャラメル、黒豆あんなど季節限定品も

が、池田市神田に店を構える萬八だ。

ことなく食べられる。

母、中川淳子さんと母の山崎裕紀さんが

人気。「生地は冷めてもやわらかく、１

もともと活魚卸をしていた「源宗（み

とはいえ、一緒に行った友人は、チャ

切り盛りする姿を見ながら育ってきた。

０個～２０個を持ち帰るお客さんも」と

なもと）」が、１５年ほど前に敷地内で

ンポンだけを食べきるのが精一杯だった

もともとは島根県益田市の「千両まん

裕紀さんが話すと、すかさず看板娘が

テントの屋台を出したのがきっかけ。当

ので、初めての人は覚悟を決めて頼むの

「まんま、どうじょ」。（進藤郁美）

時は焼き鳥など居酒屋メニューが中心

がいいかもしれない。

じゅう」のフランチャイズ店として出
発。千両まんじゅうは、小
判型まんじゅうで、あんは

増築し、中華料理店として

こしあん１種類だけだっ

スタートした。

た。「チョコやクリームも

店の１番人気は、やはり

あればいいのに」というお

「萬八チャンポン」だ。麺

客さんの声を聞いた中川さ

は特注の太麺で、６３０円

んは２００９年に独立し

という安さも魅力。店主の

て、店名を「十八番まん

渡辺勝さんによると「野菜

じゅう」にした。

が多いので女性でも案外ペ

開店当初はつぶあん、こ

ロッと食べますよ。消化も

しあん、カスタード、カ

いいから、夕方にはお腹が

レーの４種類を用意した。

すいてしまうくらい」とい

「粉をひとつとっても、数

（礒野健一）

だったが、４年前に建物を

【十八番まんじゅう】豊中市中桜塚１－２－３６▽１０時半～１８時半
▽日曜、祝日定休▽０６－６８４５－５６６６▽１個５０円～６０円

う。実際、僕は天津飯との

【萬八】池田市神田３－２０－２２▽072-751-7361▽11時半～13時
半､17時半～21時▽日曜定休（第２、４月曜は定食メニューのみ）
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マチカネくん、グランプリ投票を訴える

女流能楽師が講演 １１月９日に池田・文化会館

日本最大規模のゆるキャラの人気投票

池田市は１１月９日午後２時から、天

である「ゆるキャラグランプリ」が開催

神１の池田市民文化会館小ホールで、男

され、９月１７日から投票がスタートし

女共同参画社会をめざす市民フォーラム

た。豊中市のキャラクターのマチカネく

を開く。

んも同グランプリにエントリー。これま

観世流能楽師の立花香寿子さんが「女

で市の公式フェイスブックや「マチカネ

流能楽師としての能の世界」を講演す

くんのとよなか草子」（ブログ）で投票

る。能楽の歴史や、男性社会と言われる

を訴えてきたが、さらに９月２４日に

能楽の世界に入って奮闘する日々を語

は、岡町商店街や千里文化センターコラ

り、仕舞も披露する。また、男女共同参

ボで、チラシを配り投票を呼び掛けた。

画への取り組みを表彰するオーブ・池田

また、この日の午後５時２０分からは

賞の授賞式もある。入場無料。定員２４

市役所前で決起集会が行われ、職員らが

５人（先着順）。手話通訳、要約筆記、

上位選出を誓った。マチカネくんは「ゆ

一時保育（予約が必要）もある。氏名、

るキャラグランプリに参加して、まちを

電話番号、参加人数を池田市市民生活部

元気に、笑顔にしたいワニー。応援と投

人権推進課へ電話（０７２・７５４・６

票をお願いします」と心意気を語ってい
る。

（早川方子）

岡町商店街にてＰＲ活動を行うマチカネくん

２３１）か、ファクス（０７２・７５２
・６６８０）で申し込む。（進藤郁美）

ふくまるが“選挙活動” グランプリ上位目指す
池田市のマスコットキャラクター・ふ

る。

観世流能楽師の立花香寿子さん

開封２０３８年 大切な人に宛てた未来郵便募集
池田青年会議所（池田ＪＣ）は創立５

る。

くまるが、「ゆるキャラグランプリ２０

ふくまるは１０月１１日にも、同じ場

０周年の記念事業として、２５年後の２

また、１９８８年に集め、今年掘り出

１３」（インターネットで１１月８日ま

所でＰＲ活動を行う予定。グランプリの

０３８年に届ける未来郵便を募集してい

したタイムカプセルに入っていた約７０

で投票）の上位ランクインを目指し、Ｐ

投票はhttp://www.yurugp.jp/から、個

る。高校生以下は無料だが、２０歳以上

０通の未来郵便のうち、約３９０通が住

Ｒ活動を行っている。９月３０日にはイ

人ＩＤを登録して行う。 （礒野健一）

の大人は管理料として５００円が必要と

所変更などで受取人に届かず、池田ＪＣ

ンスタントラーメン発明記念館（満寿美

なる。池田青年会議所（神田１－１８－

が預かっている。池田ＪＣのホームペー

町）と石橋商店街を訪れ、握手や記念撮

１０）か、池田市内の各郵便局で、１０

ジ（http://www.ikeda-jc.com）には、

影に応じたほか、池田市観光・ふれあい

月１８日まで受け付けている。

課の職員が、ふくまるの名刺と缶バッジ

預かっている手紙の宛名と、当時の住所

池田ＪＣで事業を担当する秦寛房実さ

の町名を公開しており、秦さんは「心当

んは、「今回は『未来へつなぐ感謝のこ

たりがある人は、１度チェックしてほし

ころ

恩返しは未来へ』として、大切な

い。書いた時は学校の宿題だったかもし

を集め、８６５キャラクター中７８位。

人へ宛てた手紙を募集しています。親や

れないが、２５年を経た今読み返すと、

観光・ふれあい課の岸上孝志課長は「皆

伴侶、子ども、友人などに、今の気持ち

懐かしさだけではない気持ちがこみ上げ

さんの力で、まずは２０位以内を目指し

を書いてみてください」と話す。手紙を

てくるはず」と話し、１通でも多くの手

たい」と話しているが、１０月７日現在

入れたタイムカプセルは、１０月２６日

紙が、受取人に届くことを願っている。

でエントリーした１５５８キャラクター

午前１０時から、池田市民文化会館前

問い合わせは池田青年会議所０７２－

を配って投票をお願いした。
ふくまるは２０１２年は１４０９２票

中、７４６８票の７９位と苦戦してい

石橋商店街で買い物客らに投票をアピールするふく
まる

ロータリーでセレモニーを行い、埋設す

７５１－８１７５。

（礒野健一）
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マチゴト川柳
題﹁弁当﹂
﹁じわじわ﹂

◇秀句◇定年の日まで支えたお弁当︵佐々木弘子︶

◇佳句◇じわじわと草書になって行く私︵渡辺栄︶

手弁当で互いに励むボランティア︵日下佐代︶

じわじわと老いの軋みに今日もねじ︵平野へいや︶

◇入選◇ゴメンネと海苔で書かれたお弁当︵村川清嗣︶

言葉尻とらえじわじわ攻める妻︵荒木郁子︶

コンビニで買うより母の塩むすび︵谷口トトロ︶

核心をじわじわと衝く心理戦︵光藤あきこ︶

外堀をじわじわ埋めてプロポーズ︵水上一憲︶

美味かったと空の弁当子の笑顔︵佐々木綾子︶

じわじわと家計圧迫消費税︵佐久間文章︶

母さんのおにぎり弁当五つ星︵山藤聖︶

じわじわと信用無くす汚染水︵黒柳光博︶

枡席で豪華さ競うお弁当︵高橋正雄︶

じわじわと腹から笑いこみ上がる︵松村里枝︶

田中螢柳選

マチゴト川柳の次回の題は﹁オリンピック﹂﹁覚悟﹂です︒はがきに住所︑氏名︑電

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

﹁マチゴト川柳係﹂へお送り下さい︒締め切りは 月５日︵必着︶︒１題２句まで投句可︒
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イラスト・佐藤星河

販売店おすすめのお店⑨ ピニエール
喫茶店「ピニエール」は１９７８年に

か、肉じゃがにするとか、客の好みを

店開きをした。経営する木野美知子さん

知っていてメニューを決めることもある

は「開店して３５年。お盆と正月以外に

といい、人替わり定食の感がある。アッ

休んだことがない」と話す。

トホームな店だが、隣のお好み焼き店も

朝は起きると、モーニングサービス用

経営しているので忙しい。 （梶川伸）

の卵をゆで、食パンと菓子パンを手作り

◇ピニエール＝池田市井口堂２－３－６

して、午前６時の開店を待つ。「パンは

▽０７２－７６１－６４６４▽６時～１

自己流で考えて、ウインナーソーセージ

７時▽不定休【情報提供】毎日新聞石橋

を入れたり、あんこを使ったり、メロン

販売所０７２－７６１－８１３７

パンにしたり。作り方を教
えて、と頼まれることもあ
るが、適当だから、きちん
と教えられへん」とか。
ゆで卵のつくモーニング
サービスの時間帯が過ぎて
も、飲み物を頼んだ客には
手作りの菓子パンを１個を
つける。それでコーヒーは
３５０円。お得感がある。
常連客が多い。日替わり
定食（７５０円）もある
が、魚の塩焼きにすると

飲み物には手作りのパンがつく

販売店のおすすめ⑩ なかすじ矯正・小児歯科

母さんへ

（梶川伸）

ぼくは、小学校の一年生から四年生

今では普通に学校に行けてます。母さ

の管理をさせていただく」と、中筋真美

◇なかすじ矯正・小児歯科クリニック＝

まで、一人で学校にいけませんでした。

んにむりやりつれて行かれてなかった

子院長は言う。子どものころの自らの体

豊中市本町１－９－３８、谷垣ビル１階

それで、いつも母さんにむりやり学校

ら、一人で学校にいけてなかったと思い

験が背景にある。「生まれつき歯の数が

▽０６－６８５７－１５１１▽月、火、

少なく、歯と歯の間にすきま間があり、

水、金曜は９時～１２時半と１４時～１

ぼくは母さんに、これじゃあ中学生に

しかも出っ歯だった。中学生で矯正治療

８時。土曜は９時～１２時と１３時～１

なられへんでと言われ、五年生の夏、自

を受け、劇的に変わった」。歯並びの美

６時。木、日曜は矯正診療のみ９時～１

分がやっていたことをふりかえってみま

しいスマイルラインを見せ、矯正の道に

３時【情報提供】毎日新聞豊中販売所０

した。ぼくは、なんで母さんといっしょ

＝第十六中学校 片岡祐輔さん

進んだきっかけに言及する。

６－６８５３－００３６

「小さな子どものころから長期的に口

の歯科を目指すという。

につれていかれました。

ました。
ぼくは母さんに勇気をもらいました。
「ありがとう」。

に学校に行っているんだろうと思いまし

（豊中「伝えよう！いのちのつながり」

診療室は明るく白で統一

た。それから勇気を出して、少しずつ一

第４回＝２０１２年度＝作品から）

した。診療台は子ども専

人で学校に行けるように努力をしまし

用。診察中はＤＶＤが見ら

た。

れるなど、子どもをなごま
せる工夫をする。５歳と３
歳の２児の母。「子育ての
しんどさもわかった」。専
門家としてだけでなく、母
親の感覚で患者に接する。
夫の宏明さんも歯科医。
勤務医をしているので、こ
こでは非常勤。やがては、
夫婦で子どもから大人まで

中筋真美子院長と宏明さん。クリニックは今年開業した

