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って何？
twitter は、個々のユーザーが「ツイート（つぶや
き）」と呼ぶ短文を投稿して、ゆるいつながりが発
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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

（広告掲載についても上記にお問い合わせください）
Printed in Japan

８
月に行われたジャパンカップ

２０１０チアリーディング日本

選手権大会で、梅花学園高校（豊中市

上野西１）レイダースは、箕面自由学

園高校（豊中市宮山町４）ゴールデン

ベアーズの１０連覇を阻止し初優勝を

遂げた。指導する余頃（よころ）由利

子コーチが「自分たちのやりたいこと

が全部出来た」という素晴らしい演技

は、日々の猛練習と、そこから生まれ

たもう一つの要素がもたらした。

　スタンツと呼ばれる、複数のチア

リーダーによる組み体操。上に乗る

トップというポジションは、３メート

ル以上の高さでジャンプをし、バク転

をする。失敗すれば命に関わる事故に

つながる危険が伴うが、それを笑顔で

こなしてしまえるのは、下で支える

ベース、補助するスポットとの間に強

い絆があるからだ。

　文字通り、命を預け、任せられる信

頼関係。そこから培われた「元気・勇気・

笑顔」というチアリーディングの三大

要素。だから観客は、華麗な技に歓声

をあげ、内にある強い絆に知らず魅了

されてしまう。感動を覚える。

　部員を指導する余頃コーチ、中井真

理子コーチは「この絆は一生ずっと続

きます」と言う。練習中は厳しい視線

を向けつつも「本当に青春だよね」と

昔を懐かしみ、少しうらやむように部

員たちを見つめた。

　その青春のただ中にいるレイダース

は、今や子どもたちの憧れの的だ。三

年生の津久井澪さんは仲間とともに

「チアリーディングの輪をみんなで広

げよう！　夢への第一歩を踏みだそ

う！」と笑顔を見せる。新たな絆を作

る仲間を待っている。　　（礒野健一）

体育館の地下にある
練習場では、連日厳
しい練習が行われて
いる。レイダースの
演技は10月30日、
豊中市曽根東町 3
のアクア文化ホール
で行われる「とよな
か夢フェスタ」で見
られる
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Sports

梅花学園レイダース
　　　一生続く仲間との絆
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男
手ひとつで３人の子どもを育て

ている岡本昌司さんは、仕事は

毎日定時で終わらせて、午後６時に退

社する。保育園に寄って３歳の双子を

引き取るとすぐに帰宅。夕飯は宅配で

届く食材を使って手作りする。

　働き盛りの４０代。もっと仕事をし

たいという気持ちはあるが、「家族よ

り大事な仕事なんてない」と自分に言

い聞かせてきた。それでも、妻が亡く

なって間もないころは、「私自身がパ

ニックになってしまい、子どもたちを

十分にケアできなかった」と話す。

　そのころの長女を思い出すと、浮か

んでくるのは「一人でボンヤリとテレ

ビを見ている姿」だという。長女は当

時、友人関係で悩みがあったらしい。

後でそのことを聞いて、幼い心がどれ

ほど傷ついたかを想像して胸が痛ん

だ。

　「私に余裕がなかったから、娘も言

い出せなかったのかもしれない」

　そう思ったが、長女は「友達のこと

で悩んでるなんて、私らしくないと

思ったから言わなかっただけだよ」と

否定した。双子が生まれるまで一人っ

子として育った長女はマイペースで甘

えん坊なところもあるが、今では岡本

さんより早く起きて朝食の準備をする

ことが増えた。

　３歳の双子も健康で、よく話すよう

になった。毎日、朝と晩は写真の母親

にあいさつをする。「なぜお母さんが

いないの？」と聞かれたことはない。

写真の女性が自分たちの母親だと、小

さいながらも理解しているらしい。

　「子どもたちがいたからこそ、がん

ばることができた。一人だったら生き

る目標を失って、どんなことをしでか

していたかわからない」と岡本さんは

話す。

　約２年間、あえてそのままにしてい

た妻の歯ブラシや化粧品など、遺品の

一部を最近になって処分した。

　「自分の人生をあきらめた訳じゃな

い。最近はようやく前向きに考えるこ

とができるようになった」と笑顔を見

せた。　　　　　　　　　（早川方子）

将来は写真家になりたいという長女（小 6）が撮った笑顔の岡本さん。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（下）

生
後３カ月からの幼児とその保護

者を対象とした「おやこヨガ」

が、豊中市の北桜塚会館などで開かれ

ている。ゾウやライオンなど、子ども

が好きな動物になりきったり、大人が

ブランコや舟になって子どもを乗せた

りと、スキンシップをはかりながら体

力をつけることができると人気だ。

　インストラクターの堀

内友里さんは、自身も１

歳の男の子を持つお母さ

ん。「ヨガの後に育児の

悩みなどを相談できる場

にしたい」と、お母さん

同士のネットワークづく

りにも力を入れている。

　１０月２２日午前１０

時から北桜塚会館。約１

時間。親子１組で 1回

１５００円（初回限定

１０００円）。（早川方子）

Family

おやこヨガ　心もストレッチ

　問い合わせは、ホームページ（http://ameblo.jp/yurix-
tante/）、またはメール（niconicooyakoyoga@gmail.com）で

sakozo

池
田市栄町商店街の引札屋が

２０１０年８月、開店５年を迎

えた。独立開業を目指す人を対象とし

たチャレンジショップが、２００８年

１１月に町の案内所の役割も加えてリ

ニューアル。近郊の野菜や花、癒しグッ

ズを売るショップの横に、池田ブラン

ドの商品も並ぶ。最近は池田市北部が

植木で有名なことにちな

む「ぼん・サイダー（盆

栽ダー）」がよく売れた。

これからの季節は池田炭

に人気が集まりそうだ。

　引札とは、江戸中期ご

ろに始まった色鮮やかな

広告チラシ。店内には池

田で発行された引札の複

製も展示されている。

　問い合わせはいけだ３

Ｃ（０７２－７５１－

５５９１）。（礒野健一）

Life

池田のことならお任せ　引札屋

池田のマスコットキャラ・ふくまるとアルパカのぬいぐるみを
抱く、いけだ 3Cの吉岡博充さん

keniso
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第
５号の「わが家の宝もの」に

掲載した「歯ブラシの形だよ」

は、面白い投稿写真だったので、人

気を集めました。

　このページは子育てやファミリー

がテーマです。「わが家の宝もの」

はお子さんの写真、絵はお子さんが

描いたパパやママ、つぶやきの文章

はお子さんたちの可愛い言葉です。

投稿をお待ちします。住所（町名ま

で）、お子さんとお母さん、お父さ

んの名前（幼稚園や保育園からの投

稿は園名）を添えて、メール（info-

toyonakaikeda@machigoto.jp） か、

郵送で（５３０－８２５１　大阪市

北区梅田３－４－５　毎日新聞ロー

カル）。　　　　（編集長・梶川伸）

shin7000

Family

お子さんの写真
パパ、ママの絵を

食
事中に遊びだす子ども、どう対

処したらいい？――

　「食事前にたっぷり遊ばせるなどし

て、お腹を十分にすかせてみては」と

豊中市子育て支援センターの地域支援

保育士はアドバイスする。食べ遊びは

空腹が満たされた信号、と考えよう。

食事の量を少し減らしてみるのもい

い。それでも子どもが食事中に遊び始

めたら、「もういらないの？」と声を

かけ、食べないようなら片付ける。そ

の時に「後で食べたいと言ってもダメ

よ」と約束させることも大切だ。

　「バランスの良い食事を用意した母

親としては全部食べさせたいと思いま

すが、食べる量には個人差があるので

少食でも元気なら問題はありません」

　むしろ、いつまでもダラダラと食事

を続けるのは、生活リズムを崩すので

要注意。食事中はテレビを消すなどし

てメリハリをつけること。なにより大

切なのは、食事の時間は楽しいものだ

と子どもに認識させることだという。

　「食べさせることに集中するあまり、

子どもと一緒に食事をしないお母さん

は意外に多い。できるだけ食事は家族

みんなでとって、子どもに“おいしい

ね”と話しかけるなど、楽しい雰囲気

にしてほしい」　　　　　（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

兄
ちゃんが守ってあげるからね

Family

　　　るい君と、とわちゃん（豊中市）

sakozo

わが家の宝もの

給
食を食べながら、

　みさ「なんでも　たべなあ

かんな！」

　はるお「そうやで　たべられへん

とこも　あるんやで」

　ふき「せんそうしてるとこは　た

べられへんねん」

　みさ「せんそう　せんとこな」

　はるお「そうや」

　みさ「せんせいも　ぜったいせん

そうせんとこな」

（豊中市・子どものつぶやき展より）

sakozo

Children

せんとこな
みさ（５歳）

マ
マがおはなやさんにいってる

ところ

　　　　　　　◇

きれいなお花に囲まれているママが

本当に幸せそう！　きっとお花が大

好きなんですね。

Family

　　　　　　　　森田こころ
　　　　　　（豊中文化幼稚園）

sakozo

わたしのママ

子
育てってどうすればいいの？

　不安を持っている妊婦や１

歳未満の子どもを持つ親を対象に、

池田市立水月児童文化センター（鉢

塚３）は１０月７日から「第２回は

ぐはぐ親育ち講座」を開く。助産師、

歯科医、管理栄養士ら子育てを支援

する専門家を招き、赤ちゃんの体と

心、親子関係、食育について、親が

抱える身近な課題を取り上げる。個

別アドバイスも受けられる。１０月

７、１４、２１、２９日（１０時～

１１時半）の全４回（２０００円

▽単発参加は各１０００円）。先着

２０人。問い合わせ、申し込みは水

月児童文化センター０７２－７６１

－９２３３。

iku_mi_iku

Children

「はぐはぐ親育ち
講座」開催

豊
中市の中部保健センター（岡

上の町２）で、初めての出産

を迎える妊婦とその夫などを対象と

した「お父さんのための子育て教室」

が２カ月に１度、開かれている。

　赤ちゃんの人形を使ったもく浴体

験など、実践的な子育て講座のほか

に、男性が腹部に重りをつけてセン

ター内を歩く妊婦体験などのユニー

クな試みが好評で、毎回多くのカッ

プルが参加している。

　１０月２３日（土）に開催。午前

の部（１０時～１２時）と午後の部

（１３時４５分～１５時４５分）の

２回。各５０組。要予約。先着順。

申し込みは、中部保健センター０６

－６８５８－２２９３。

sakozo

Children

パパも参加して
子育て教室開催
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２
０１０年６月、埼玉県で開催さ

れたローラースケートの第８回

全日本インラインロードレース選手権

大会（日本ローラースポーツ連盟主催）

男子ジュニアワールドクラスで大商学

園高校（豊中市利倉東１）３年の小松

佑選手が総合優勝し、２０１０年度の

大阪スポーツ賞（大阪府、大阪府教

委）優秀選手賞を受賞した。インライ

ンスケートは、靴の底に細いウィール

と呼ばれるゴム製の車輪が縦一列に並

んでいるローラースケートで、ジュニ

アワールドクラスは、２００メートル、

５００メートル、１万メートル、２万

メートルの４種目を滑走する競技。

　小松選手は２００９年の大会で初優

勝。２連覇した今大会は「自信があっ

た」と、照れながら話す。その理由を「高

校１年の夏、スペイン・ヒホン市で開

催された世界選手権で海外の選手と対

戦し、手も足も出なかった。悔しくて、

練習内容や取り組み方を変えたから」

と話す。

　小松選手の１日は、３キロの早朝ラ

ンニングから始まる。学校の授業が終

わると、トレーニングが待っている。

重さ４０キロのベンチプレスを２０回

×５セット、２０キロのバーベルを背

負ったスクワットを５０回×３セット

する。有名選手と自身の滑走を見比べ

るため、試合のＤＶＤを繰り返し見る

のも日課になっている。「テクニック

が全く違う」と、コーナリング時の足

の回転の速さや姿勢、体重移動などを

徹底的にチェックするそうだ。弱点を

克服するためにイメージトレーニング

は欠かさない。土曜、日曜は所属する

チーム「豊中ランナーズ」の練習場で

滑走する。

　今では生活の一部だというローラー

スケートだが、「練習を少しぐらい休

んでもいいかと、思ってしまう時があ

る。そんな自分の甘さを克服しないと

いけない」と笑った。

　将来は、警察官になりたいが、「滑

走している時がとても楽しい」という

ローラースケートはずっと続けていき

たいと話している。　　　（進藤郁美）

本番のレースでは時速 40～ 50キロで走る。競技用ユニホームに着替え、滑走のコツを教えてく
れた小松選手＝大商学園で

iku_mi_iku

Sports

小松佑選手　大阪スポーツ賞

豊
中市役所職員の三木庸子さん

は、ジャパンツアーに参戦中の

ビーチバレー選手だ。今年は、アテネ、

北京五輪代表の楠原千秋さんとペアを

組み、第３戦、４戦で２位になるなど

快進撃を続けている。

　小学生でバレーボールを始め、広島・

安田女子高校で「春高バレー」に出場。

２６歳の時、友人の誘い

でビーチバレーに転向し

た。１年目で３位になり、

注目選手になった。「プ

ロを倒せるのがビーチバ

レーの醍醐味」と話す。

「趣味がバレーだ」とい

うほどだが、「ジャンプ

がしんどくなってきた。

残り２戦のうち１度は優

勝して引退したい」と話

した。

　　　　　　（進藤郁美）

Sports

ビーチバレー　三木庸子選手

スパイクジャンプは 80センチ。158 センチの小柄な体で奮闘
する三木選手（写真左）のファンは多い

iku_mi_iku

太
極拳をベースにした新しいス

ポーツ・柔力球の無料体験会

が、１０月１１日午前１１時～午後０

時半、豊中市服部西町の武道館ひびき

で行われる。

　柔力球は、専用のラケットの上に砂

の入ったボールを乗せ、遠心力を利用

してそれが落ちないように操る。音楽

に合わせ、体の緊張と緩

和のメリハリをつけるこ

とが上達のコツで、講師

の川浦豊さんは「鼻歌を

歌いながらリラックスし

てやってみてほしい」と

話す。肩甲骨と股関節周

りがほぐされ、肩こりに

も効果的という。

　連絡は柔力球倶楽部・

川浦さん０６－６８４８

－４５２１。

　　　　　　（礒野健一）

Sports

柔力球　気軽にできる全身運動

千里体育館は毎週月曜午前10時～ 11時半、蛍池公民館は第2・
4金曜午後 1時半～ 3時に教室を開催

keniso
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豆
腐の野沢菜ピカタ――

　

　豊中市の桜塚商店街を歩いていて、

ＮＨＫの連続ドラマ「てっぱん」をア

ピールする掲示を、いくつかの店で見

かけた。店に聞くと、商店街に接する

原田神社がロケ地になったそうだ。

　物語の舞台が豊中というわけではな

く、撮影場所として使われたらしい。

「神社入り口の石柱のあたりから、境

内と商店街に向けて、カメラを回して

いた。商店街の人も、通行人などで写っ

ているはず。ドラマに登場するのは１

回だろうが、いつ放映されるのかわか

らないので、目を凝らして見ていない

と」と、店の主人が目を見開いて、楽

しそうに話していた。

　神社の入り口に近い豆腐屋にも、番

組の案内が張ってあった。その店で豆

腐を１丁買った。スーパーで買うと、

平たい豆腐が多いのだが、この店の豆

腐は立方体に近い。それが何となくう

れしい。

　しかも、値段はどこにも表示してい

ない。きっと、近くの常連客ばかりな

ので、その必要はないのだろう。多分

１５０円だと思ったが、店の人と話し

ながら１０００円札でおつりをもら

い、そのまま財布に入れたので、定か

ではない。

　豆腐を水切りする。それを適当な厚

みの短冊型に切る。生卵に野沢菜とネ

ギのみじん切りを入れ、よくかき混ぜ

る。この中に豆腐を入れ、衣代わりに

してからめる。

　フライパン熱してバターを溶き、豆

腐を並べて両面を焼き、ソテーにする。

卵の衣はからまりにくいので、焼いて

いる最中に残りを上から流し入れ、卵

が固まってきたら、適当に切るのが賢

いやり方だと思う。最後に少ししょう

ゆをたらし、こうばしさを出す。

　水切りさえしておけば、すぐにでき

るズボラ料理で、何といっても、豆腐

は安いのがありがたい。野沢菜の代わ

りに高菜でも良い。（梶川伸）

＝今号から「ズボラ料理」と「能勢街

道をゆく」を１号おきに掲載します

豆腐の野沢菜ピカタ。おかずにも、酒のあてにもどうぞ
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Gourmet

ズボラ料理①　豆腐

お
客さんに教えてもらうことが多

いうえ、いろんな出会いがあっ

て楽しい。おうちカフェ「樹林」のオー

ナー、古澤昌子さんはそう話す。ドレッ

シングの作り方について、昌子さんと

客が交わす会話が聞こえたかと思う

と、赤ちゃんの泣き声に「おむつ、お

むつ」と、立ち上がる母親がいる。大

窓から見える庭にチョウや鳥がやって

来る。２階建ての民家を使った樹林の

ランチタイムの１コマだ。

　樹林は１９７７年、城山町３に喫茶

店としてオープンした。東京・京王プ

ラザホテルのコーヒーハウス「樹林」

の名前と雰囲気が気に入って、夫の佑

介さんが店名に決めたという。以来、

手作り洋食の店として営業してきた。

２００６年、空き家だった昭和の民家

を改装し、店舗を移転させた。

　「おじいちゃんやおばあちゃん、子

どもを連れて行きたいと、思ってもら

えるような店にしたい。ここに来れば、

心も体も元気になる、絆を感じられる

ような優しい店になれば嬉しい」

　改装は女性の大工、西田貞子さんに

頼んだ。自分の家のように、ほっこり

とくつろいで欲しいという思いを込め

て、女性に頼んだのだろう。店内は、

椅子席、和室に加え、２階には赤ちゃ

んを昼寝させるフリースペースもあ

る。食材のほとんどは、奈良・柳生地

区と月ヶ瀬地区の無農薬、減農薬のも

のを使う。「とにかくおいしい。野菜

の持つ力ってあるんです。自然のもの

を食べることで免疫力を高めることも

ある」と昌子さん。

　海鮮と原木シイタケのカツレツ

（１３８０円）、有機豆腐ハンバーグ

（９８０円）、小エビとレンコンのゆば

春巻き（１３８０円）など１４種類の

メーン料理の中から１つを選ぶと、４

種類の小鉢と、白飯か赤米か玄米、す

まし汁かみそ汁が付いてくる。

　昌子さんは、「毎週日曜日に、佑介

さんと一緒に、奈良へ旬の野菜の買い

出しに行くのも楽しみ」と言う。月曜

日には店で野菜市を開いている。

　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

【樹林】豊中市曽根東町 2－ 3－ 14▽ 11時～ 15時、金・土曜は夜（17時半～ 21時）も営業
▽日曜休▽電話 06－ 6863－ 7998
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Gourmet

心と体にごちそうを　樹林



Present

エヴェッサ観戦チケットプレゼント

今年で６年目を迎えるプロバスケットリーグ（ｂｊリーグ）、大阪エヴェッサが
１１月６日と７日、ホームアリーナの池田市五月山体育会にて京都ハンナリー

ズと対決します。
マチゴトは、１１月７日（日）１４：００開始の観戦チケット（１Ｆ自由席）を３
組６名様にプレゼントします。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（１０／７日号）宛までお送りください。１０月１３日消印まで
有効。発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
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Thank
You
私の家族へ

おかあさんへ　私を生んでくれてありがとう。
お父さんへ　いつも私のなやみや、相談を聞いてくれてありがとう。

弟へ　いつも悪口ばかり言ってごめんね。今日からは、言葉に気をつけます。
妹へ　たまには自分のことは自分でしてね。
そして　家族へ　いつもそばにいてくれてありがとう。
これからもよろしくお願いします。
　　神田小学校６年（２００９年）　中村優希さん（池田「伝えよう！いのちのつな
がり」第１２回作品から）

shin7000

Thank
You
百歳クラブ・名豊会　尊敬と感謝の集い

敬老の日の９月２０日、福祥福祉会
は会のデイサービスなどを利用し

ている百歳以上の長寿者を豊中市上新田
３の「豊泉家」に招き、「尊敬と感謝の集
い」を開いた。１０３歳の中野志女さん
ら百歳クラブ「名豊会」の１３人が出席。
長寿祝いの品を受け取ると、１０１歳の
塩川正造さんが「来年もみんなで集まり
ましょう」とあいさつをした。　（梶川伸）

shin7000

金色の服と帽子を身につけ、全員で記念撮
影

Thank
You
あの夏の２０日間　一生の思い出

グリーンリッチホテル大阪空港前は、
高校野球の北海道代表約２０校が

宿舎とした。最初は１９９５年の夏の甲
子園でベスト８の旭川実業高校。エース
だった角井修さん（ＪＡあさひかわ監督）
は「従業員の皆様が勝った時は共に喜び、
負けた時は一緒に悔し涙を流してくれた。
あの夏の２０日間にわたる宿泊生活は一
生の思い出」と話している。　（進藤郁美）

iku_mi_iku

ホテルのロビーには、角井修さんたちが出
場した際の記念品も展示されている

Thank
You
大勢に支えられたイケコレ　ありがとう

池田の魅力をファッションショーで
伝えたくて思い立った、IKEDA 

collection 2010。９月２５日に無事に第
１回を開催できました。たくさんの方の
熱い思いの詰まったイベントで、たくさ
んの笑顔に出会えました。ご協力してく
れた皆様、ご来場の皆様ありがとうござ
いました。最後に一言、「やっぱり池田が
好きです！」（実行委員会・福田優子さん）

iku_mi_iku

ファッションショーに参加した市民モデル
（後列中央が主催した福田優子さん）

　取材を通じて年齢も職業も様々な方にお会いします。日々、お会いした方

からは学ぶことばかりです。自然食レストラン「ばんまい」の山田久さんは、

「状況が来た時には、やらんとあかん。また、その時には、やれないとあかん」。

生きていく上での厳しさを教わった気がします。

　初開催の「ＩＫＥＤＡ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」を主催した福田優子さんは、

池田が好きで好きでたまらないという思いを伝えたくて、イベントを企画し

たといいます。大盛況だったのは、福田さんのまっすぐな思いが市民の方に

広がったのだと思います。思いの強さって伝わるものなのだと、実感しました。

　生まれたばかりの「マチゴト」も、読者の皆さんの心に残るような、思い

が伝わるような紙面作りをしたいと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

編集室のつぶやき
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