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「いい写真でしょ。
よく撮れたと思っ
て」。愛用のカメラ
を大事そうに抱え
て、写真を見せる富
田さん

米寿を迎えた富田好久さん　
考古学に生き、今度は写真展

池
田郷土史学会の会長、富田好久

さん（豊中市在住）は２０１４

年１月３１日に米寿を迎え、史学会が

中心となり米寿記念誌を発行し、祝っ

た。記念誌は富田さんの足跡、著作や

写真を収めている。

　「池田市内の遺跡はほとんど掘っ

た」と、富田さんは語る。考古学が専

門で、北摂の遺跡発掘調査にかかわ

り、各市の市史編纂などを手掛けた。

　学生時代、奈良県立橿原考古学研究

所初代所長で、関西大学名誉教授の末

永雅雄さんの研究室へ行ったのが考古

学にどっぷり浸るきっかけだった。

「末永先生の１回目の弟子でな。何千

年も前のものが土の中に埋まっとるや

ろ。思いもよらんもんが出てきて、

びっくりする。そりゃ、やめられへん

わ」と笑う。

　池田中学や渋谷高校教諭を経て、大

阪青山短期大学教授を務めた。夏休み

などは学生とひたすら発掘していた。

「墓ばっかり掘ったから、そのうちバ

チが当たるわ」とにんまり。

　定年後、熱を入れたのが写真だっ

た。考古学での写真は、発掘したもの

を精密な図を描くように撮る正確さが

求められた。「芸術性があったらあか

んかった」。今は違う。「生活感があ

る農村風景が好きやなあ」と、足で踏

む麦の脱穀や稲刈り、餅つきの風景な

どが心をとらえて離さないという。

「写真の中から会話が聞こえてくるよ

うに、撮らなあかんけどな」と付け加

えた。２月２６日～３月３日、市立

ギャラリーいけだ（０７２－７５３－

５４５４）で米寿記念写真展を開く。

池田市美術展で入選した作品など２５

点前後を展示する。　　（進藤郁美）
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池田で４月から小中一貫教育　学園名決まる
　２０１４年４月から池田市内の全５中

学校区で一斉に「施設分離型」の小学校

・中学校一貫教育が始まるのを前に、各

中学校区の学園名が決まった。

　施設分離型は、今ある小学校、中学校

の校舎を生かしたままで連携を図る。池

田中学校区は「いけだ学園」、渋谷中学

校区が「しぶたに学園」、北豊島中学校

区を「きたてしま学園」とし、石橋中学

校区は「いしばし学園」、細河中学校区

を「ほそごう学園」とした。

　池田市教育委員会が公募。１３７３件

の応募と、住民の意見を参考にしながら

決めた。低学年の児童にも読みやすいよ

うに、ひらがな表記にした。学園の位置

が分かりやすい名前にしたという。細河

中学校区は、伏尾台を含む昔からの呼称

「ほそごう」を採用している。

　学園名は校区の愛称で、各学園が独自

に「めざす子ども像」を掲げ、９年間の

学びをスタートさせる。２０１５年４月

には細河小学校と伏尾台小学校を統合し

たうえ、細河中学校との「施設一体型」

の一貫校を開校させる。　（進藤郁美）

浅利・豊中市長が４月の市長選に立候補を表明
豊中市長の浅利敬一郎さんが２月１０

日、豊中市役所で記者会見を開き、４月

２０日の豊中市長選挙に立候補すること

を表明した。３期目を目指す。

浅利さんは大阪府教育委員会副理事、

豊中市教育長を経て、２００６年に豊中

市長に初当選した。現在は２期目で、５

月１４日に任期が満了する。

浅利さんは立候補の理由を、「文化や

スポーツなどの市民活動をしている人た

ちや市議会各会派から、３期目も頑張れ

と声を掛けられたのが大きな要素」と明

かし、「地域自治推進条例もスタートし

たばかり。形ができるまで進めるのが私

の役割だと思う」と話した。また、３期

目について「少子高齢化が進む中、元気

な街づくりを積極的に進めたい。教育、

福祉と連携し、大学や商工会議所とのコ

ミュニケーションを取りながら就労雇用

を伸ばすなど、住みやすい街への取り組

みをさらに進める」と決意を述べた。

豊中市長選挙は４月１３日に告示さ

れ、投票は４月２０日午前７時から午後

８時まで。２０１３年９月２日現在の選

挙人名簿登録者数は３２万１８７２人。

　　　　　　　　　　　　　(早川方子)

浅利敬一郎・豊中市長＝２０１３年１２月２６日、
豊中市役所の市長室で

ソロプチミスト大阪北が１７日に東北支援音楽会
国際ソロプチミスト大阪―北（対馬信

子会長、２１人）が２月１７日、豊中市

新千里東町２、千里阪急ホテル２階の仙

寿の間で、東日本大震災の復興支援チャ

リティー行事として、「健康グルメ・ラ

ンチョンコンサート＆バザー」を開く。

ソロプチミストは女性の奉仕団体で、

ボランティア活動などを続けている。会

のメンバーが２０１３年１１月、福島県

を訪問した。原発の事故、避難生活を送

る人たちの現状や、帰宅できない悲しみ

に接し、支援を決めた。支援は思春期の

子どもたちの心の問題に焦点を絞り、医

師などを中学校に数回派遣して「思春期

保健講義」を実施することにした。コン

サートなどの収益をその費用にあてる。

コンサートは１１時半から。食事の

後、関西フィルハーモニー首席指揮者の

藤岡幸夫さんが講演し、関西フィルの弦

楽四重奏でドボルザークの「アメリカ第

１楽章」などを演奏する。

チケットは７０００円。申し込み、問

い合わせは東光院萩の寺の村山啓子さん

（０６－６８５２－３００２）。午前１

０時から午後４時までチャリティーバ

ザーも開く（入場無料）。　（梶川伸）

「バザーには４０近い店が出ます」と話し、震災被
災地への支援を呼びかける村山さん
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依吹（いぶき）

ちゃんは４歳で

す。絵本が大好き

な女の子です。２

歳の弟といつも一

緒に遊んであげる

優しいお姉ちゃん

でもありますが、

よくけんかもする

そうです。カメラを向けるとニッコリ

笑ってくれました。

わが家の宝もの

子どもと楽しみたい絵本　よちよち編㊶

「１４ひきのさむいふゆ」作：いわむらかずお（童
心社）

【１４ひきのさむいふゆ】

　長男のお気に入りの１冊です。ネズミ

の大家族は、寒い冬の夜はゲームをし

て、昼間はそり滑りで楽しむお話。我が

家でも週末の夜は、いつもより少し遅く

まで起きていました。その時は、決まっ

てトランプで遊びます。それぞれの性格

が出て、泣き笑いの時間。長男は負けて

も、ニコニコ顔、長女は、すごく悔しそ

うな顔をするだけ。大声をあげて泣くの

が末っ子。自分が勝つまですると駄々を

こねます。夫は子ども相手に本気で勝負

にこだわるので、夫ばかり勝って大人げ

なあ～い！　　（絵本を楽しむ会・Ｍ）

子どもと楽しみたい絵本　てくてく編㉛
【せかいいちおいしいスープ】

　お腹をすかせた３人の兵士が、村人た

ちに「食べ物を分けてもらいたい」と頼

むのですが、「余分な食べ物はない」と

断られます。そこで３人の兵士は知恵を

出して、石でおいしいスープを作り、村

人にふるまうことに。どんな方法でおい

しいスープを作ったかは、読んでのお楽

しみ。末っ子のアルバイト先での会話。

主婦であるパートのおばさんが、「夕食

にクリームシチューを作る」と言いまし

た。末っ子は、「こんな時間から手作り

シチューは大変だ」と言いました。する

と、おばさんは「市販のルーで作るから

大丈夫」と。末っ子は、「市販のルーで

作ったクリームシチューは食べられな

い。我が家はホワイトソースから作って

もらっている」。おばさんは「何とぜい

たくな！」と笑いながら、怒られたらし

いのです。彼は市販のクリームシチュー

が大の苦手。クリームシチューだけは、

彼にとって、私の味が世界で１番おいし

いのです。　（絵本を楽しむ会・Ｍ）

「せかいいちおいしいスープ」文・絵：マーシャ・
ブラウン　訳：こみやゆう (岩波書店)

　結斗(ゆいと)く

ん(２歳)は、飛行

機や車、電車など

の乗り物が大好き

だそうです。お母

さんによると、乗

り物のおもちゃが

あると夢中になる

あまり、「寝落

ち」するまで遊んでいるそうです。ミニ

カーなどを握りながら寝ちゃうんでしょ

うか。寝顔もかわいいでしょうね。

わが家の宝ものわが家の宝もの
修平くん

（２歳）は電

車が大好きな

男の子です。

毎朝、阪急電

車のＤＶＤを

見ることから

１日が始まります。阪急電車と新幹線が

特に気に入っているようで、お母さんは

「１度は新大阪まで新幹線を見に連れて

行ってやらなければ」と考えています。

　生まれたばかり

のサイモンくんで

す。なんと４９９

５グラムで生まれ

てきました。お母

さんは小柄な人で

すが、帝王切開も

せず自然分娩（べ

ん）だったとか。

サイモンくんのお父さんはアメリカ人で

す。サイモンくんが初めて話す言葉は英

語かもね。

わが家の宝ものわが家の宝もの
　豪（ごう）

くんとお母さ

んが絵本を読

んでいる風景

です。お母さ

んの優しい声

が聞こえてき

そう。見ているだけで温かくなる写真で

すね。

「すてっぷ」でリトミック　音楽に合わせ楽しむ
豊中市玉井町１、男女共同参画推進セ

ンターすてっぷで２月４日、２～３歳の

子どもと母親を対象とした「音楽と遊ぼ

う　親子リトミック」教室が開かれた。

大阪音楽大学演奏員のピアニスト、中野

聡子さんと、声楽家の津村しのぶさんが

講師を務めた。

リトミックは音に合わせて全身を使っ

て表現するもので、子どもの想像性や創

造性を育む情操教育の１

つ。振り付けが決まってい

る遊戯とは違い、例えば、

陽気な音楽には大きく体を

揺らしたり、暗い音楽には

体を縮めたりする。中野さ

んは「リトミックは体で音

楽を聞くというもの。他人

と同じことをしなくてもい

い。正解はないので自由に

踊って」と説明した。

参加者はさまざまな音調の

「チューリップの歌」に合

わせて、手を叩いたり、時には寝転んだ

りしてリトミックを体験した。娘の友梨

子ちゃん（２つ）と参加した鳥羽温子さ

んは「娘が楽しそうで、来てよかった」

とニッコリ。講座には定員２０組に対し

て３４組の応募があったため、すてっぷ

は「これほど人気とは思わなかった。ま

た機会を見つけて開きたい」と話してい

る。　　　　　　　　　　　(早川方子)

ピアノの音に合わせて体を動かす子どもたち

自然で遊ぼう㉗　アウトドアを安全に楽しむには
　アウトドアを始められない理由の１つ

に、ケガや危険な場所への対処をどうし

たらいいかわからない、ということが挙

げられます。そうした知識がないから、

子どもといつも同じ場所にしか行けない

というのはもったいないですよね。

　例えば今の時期は、北風が吹く寒い日

は、体調を崩しやすいからと、外で遊ぶ

のを敬遠しがちですが、五月山では逆で

す。東西に広がる五月山

は、北風をさえぎってくれ

るので、山の中は意外と寒

くないのです。北風が吹く

晴れた日ならば、ふもとの

公園よりも、ずっと快適に

遊ぶことができます。

　では、旅先での危険はど

うしたらわかるのでしょ

う？  私がいつもする方法

は、その地域に住む人に聞

いてみること。観光協会や

地元のおじいちゃんたちは

地域のスペシャリスト。子どもたちと安

全に遊べる場所を知っています。出かけ

る前にそういう人に情報をもらうこと

は、とても有効な手段です。

　今年こそアウトドアを始めませんか？

【木村太郎さん】株式会社ＥＧＧＳ代

表。さつきやま森の幼稚園園長。池田市

在住。五月山での様々な自然体験などを

提供。

前回紹介した落ち葉風呂。子どもが入る前に、くぼみや木の枝がないか
をチェックしよう

育休復帰セミナー　椹さんらが開催
マチゴトでコラム「夫婦で楽しむＷの

子育て」を連載中の椹(さわらぎ)寛子さ

んと、ヨガインストラクターの堀内友里

さんが、育児休暇から職場復帰を目指す

お母さんたちを対象としたセミナー「仕

事と育児、どうやって両立できるの？」

を開く。椹さんと堀内さんは、「今考え

なくてはいけないこと、考えなくてもい

いことを知ってほしい」という。椹さん

は「共働き時代は家事を分担していたの

に、妻が育児休暇に入ると、妻が家事の

全てを引き受けるのが習慣になってしま

う。職場復帰する前に夫とよく話し合っ

て、１人で抱え込まないで」とアドバイ

スする。

２月２８日と３月１日の２回開催（内

容は同じ）。両日ともに、豊中市北桜塚

３、北桜塚会館で午後１時半～３時半。

１人３０００円でお茶とお菓子が付く。

申し込みは、メール(frauyoga2011

@gmail.com)で。２０１３年の同じセミ

ナーには４０人近くの人が参加した。　

　　　　　　　　　　　　（早川方子）

椹さん（左端）と堀内さん（右端）。「育休中以外
のお母さんたちの参加も歓迎します」

　苺（いちご）

ちゃんは１月で４

歳になりました。

パパがアニメ「ス

ラムダンク」をよ

く見ているそう

で、その影響で苺

ちゃんもバスケッ

トボールが大好

き。休日は父娘で一緒に汗を流している

そうです。

わが家の宝もの
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作って遊ぼ！②　ガリペラ
　電車カードで、振動が回転に変わる面

白さが味わえる。振動が伝わると、羽が

プロペラのように回転する。ガリガリと

音を立てて振動させるから「ガリペ

ラ」。

【材料】割りばし、押しピン、電車の使

用済み磁気カード、木工用ボンド、はさ

み、三角ヤスリ、木工用ドリル

【作り方】１：割りばしの形を整える

割りばしの真ん中あたりに、三角ヤスリ

で横方向に刻みを入れる。５ミリ間隔で

５、６カ所。深さは２ミリほどにする

（刻みが深すぎると折れてしまう）。

２：押しピンを付ける

割りばしの先端に木工用ド

リルで１．５ミリほどの穴

を開ける。深さは５ミリ程

度に。木工用ボンドを入れ

て、押しピンを刺す。割り

ばしと押しピンの間は２～

５ミリの余裕を持たせて固

定する。（割りばしと押し

ピンがくっついてしまわな

いように）。

３：羽を作る

使用済みカードの長辺を４

等分して印を付け、４つに

切り分ける。その１枚を使う。対角線の

交点に２～３ミリの穴をあける（中心が

ズレるとうまく回らないので慎重に）。

長辺の片方に切れ込みを入れ、割りばし

と押しピンの間に差し込む。もう１本の

割りばしで、刻んだ部分をガリガリこす

ると、カードの羽が回転する。

【作ってみた】木工用ドリルがなかった

ので、千枚通しを使う。割れたり、手に

刺さりそうになったのでゆっくりと丁寧

に穴をあけた。磁気カード１枚そのまま

でも試したが、割りばしの長さに対し

て、重すぎて振動が伝わらず、回らな

かった。　　　　　　　　（進藤郁美）

作り方や問い合わせは「蛍池・遊びのプロジェクト」谷川さん０６－６
８５５－３２９１

日本政策金融公庫　教育や創業をサポート
　日本政策金融公庫は、１００％政府出

資の政策金融機関だ。教育ローンや、中

小企業・小規模事業者への事業資金融資

などを扱っている。

　大学生や専門学校生を持つ家庭を対象

とした「国の教育ローン」は、国内の入

学・在学資金だけではなく、海外への留

学資金にも利用できる。子ども１人につ

いて３００万円以内を、固定金利（年

２．３５％＝２０１４年１月１６日現

在）、最長１５年までの返済で利用で

き、在学期間中は利息のみの返済とする

こともできる。これから入学シーズンを

迎えるため、相談窓口の混雑が予想され

る。入学資金は合格発表前

に申し込みができるので早

めに相談するのが賢明だ。

　事業資金について、日本

政策金融公庫にはエリアご

とに担当者がいる。豊中・

池田エリアは十三支店の東

永賢治さん(豊中南部)、和

氣徳幸さん(豊中北部)、大

森知子さん(池田)の３人が

担当している。３人は「経

営者の思いに寄りそってア

ドバイスできる存在であり

たい(東永さん)」「世間話などしながら

気楽に相談してほしい(和氣さん)」「明

るくはきはきと対応したい(大森さん)」

と意気込みを語る。十三支店は地域との

つながりをより強めるため、豊中市など

とともに「とよなか創業ナビ」を２０１

３年１２月に始めた。創業を思い立って

から起業し、事業を軌道に乗せるまでの

各段階で、どんな支援をどこで受けられ

るのか、をナビゲート(道案内)する。

　問い合わせは、日本政策金融公庫十三

支店(０６－６３０５－１９７８)へ。教

育資金の相談は、０５７０－００８６５

６(ナビダイヤル)でも可能。(早川方子)

（左から）大森さん、東永さん、和氣さん。「融資だけでなく、企業と
企業をつなげる場づくりにも力を入れたい」と今後の抱負を語る

ハーブで暮らしを楽しむ㊱
教室移転に伴いドタバタしているうち

に２月になってしまいました。これから

春に向けて引っ越しの方も多いでしょう

か。また、年末にできなかった掃除が

残っている方もいらっしゃるでしょう。

マジックの落書きには、かんきつ系の

精油を加えた重曹＝じゅうそう（重曹大

さじ１に精油３～５滴）が、シールの跡

を取るにはティートリーの精油原液が利

用できます（シール跡に

ティートリー精油を染み込

ませて５分ほど放置してか

らこすってください）。ま

た、家具の裏に潜んでいる

虫の卵を近寄せないため

に、移動する前後にクロー

ブの精油を垂らしておくこ

ともおすすめ。原液が皮膚

に直接つくと良くないの

で、必ず使い捨てゴム手袋

を着用し、精油は少量を使

用しましょう。

　立つ鳥跡を濁さず！　すっきりとした

気分で出発できたらいいですね。（白い

壁の場合、かんきつ系の精油が黄色く残

る場合があるので、必ず目立たない所で

確認してから使用してください）。

【北河桂子さん】・アロマ＆ハーブの出

張教室Mrs. Lavender代表で、緑と香り

の学校Tiara主任講師　http://mrs-

lavender.com/▽info@mrs-lavender.com

上の娘が使っていた粘土板の名前を書き換えるときにも精油が役立ちま
す。粘土油の匂いも一緒に消してくれます

「石の道・いけだ」彫刻めぐり㉟石野耕一さん

産業技術総合研究所横にある石野耕一さんの「風と
波」

　彫刻家の石野耕一さんは「人を取り巻

く環境との調和」をテーマにした作品を

生み出す。「人間が作り出す人工物は自

然環境に大きな影響を及ぼす。自然に対

する人の営みの配慮」だと説明する。

　池田市緑丘１、産業技術総合研究所横

の「風と波」は、石と金属を組み合わせ

ることで自然と人工物のハーモニーを表

現した。大きな石は波で、棒状の石が風

の様に自由な状態にあることを表す。

「固定観念を取り払い、自由になること

を大切にしたいから」と石野さん。２０

０９年にオーストラリアの永住権を得

て、現地で制作を続ける。（進藤郁美）

阪大の先生㉙武田佐知子さん　衣服の歴史に新説
現代における服とは、自らを彩りア

ピールする手段の最も重要な要素で、自

由に着こなすことができるものだ。しか

し、そうなったのはごく最近で、服装と

は古来、身分や性差などの違いを表す象

徴でもあった。大阪大学大学院文学研究

科の武田佐知子教授は、そうした観点か

ら、日本の古代史にアプローチし、通説

にとらわれない説を発表している。

古代の日本人が一般的に着用していた

とされる貫頭衣（かんとうい）というも

のがある。通説では、１枚の布に穴を空

け、そこから頭を出して着る服とされる

が、武田さんは「当時の織り機では、せ

いぜい織り手の肩幅程度の布しか織るこ

とができない。人をすっぽり覆うような

大きな布がなければ、今言われている貫

頭衣の形はあり得ない」と反論する。

衣服と同様に、色も身分を表す象徴

だった。最も有名なものは、聖徳太子が

定めたとされる「冠位十二階」だ。位の

高い順に、紫、青、赤、黄、白、黒とさ

れ、それぞれの色も濃淡で２つに分かれ

る。これが教科書で習う

常識だが、実は色につい

てはすべて推定でしかな

く証拠文献はない。武田

さんは「白に濃淡があ

るっておかしいでしょ

う？」と言い、続けて聖

徳太子の姿についても言

及した。「１番知られて

いる聖徳太子は、お札に

も使われていたヒゲを生

やした姿。でも、その服

装は飛鳥時代のものでは

なく、描かれたとされる

奈良時代のもの。髪型も

本来は角髪（みずら）を

結っていたはずで、これ

以外の太子像のほとんど

は、その姿。だから、お

札の姿が聖徳太子なのか

どうか、本当は疑わし

い」と指摘する。

東京生まれ東京育ちだ

が、母方の実家が奈良県

桜井市だったため、子どものころから大

和三山を眺め、古代史にあこがれを抱い

ていたという。大阪には２９年住んでお

り、「今も飛鳥や天香具山の風景を見る

と落ち着く」と話す一方で、「十三や天

神橋筋みたいなゴチャゴチャした雰囲気

も好き」と笑った。

　最近は、和服が洋服に移り変わって

いった近代に注目する。「それまで着て

いた和服が古くて野暮なもの、時代に取

り残された人の象徴と、服の持つ意味が

変化していった様は、古代日本が中国の

様式を取り入れていった流れにも通じ

る。また、喪服の色と言えば今は黒が常

識だが、これは明治天皇の母、英照皇太

后の葬儀をきっかけに広まったもの。そ

うした変化を探るのは面白い」

　最後に、武田さん自身の服飾、ファッ

ション感を尋ねた。「研究者は服装を気

にしない人が多いけど、それはダメ。人

にわかりやすくアピールするのは、論文

も服装も一緒。服にセンスがない人に、

いい論文は書けません！」（礒野健一）

「これからやってみたいことは、オーロラを見ること。これだけは、映像
ではなく、実体験でないとわからない感動があると思うから」
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空美ちゃん・空港へ行く⑫空港キャラクター誕生
２０１４年１月１７日、大阪空港は７

５歳になった。大阪空港の前身の大阪第

２飛行場が開場したのが１９３９年。１

９６４年にはジェット旅客機が就航し

た。

誕生日を記念してマスコットキャラク

ターが登場した。飛行機にパイロット帽

をあしらったデザインで、見た目もゆる

くて可愛らしい。宝塚大学造形芸術学部

の学生がデザインした。プ

ロや学生による候補作品５

６点の中から選ばれた。春

田謙・新関西空港会社伊丹

空港本部長は「キャラとと

もに愛される空港にした

い」と話し、名付け親を公

募している。

「春ごろに着ぐるみが登

場する予定。その時に選ば

れたネーミングと名付け

親、デザイン制作者などを

合わせて発表する」とい

う。応募は、２月２４日午後５時まで

（郵送の場合は当日消印有効）。名前と

命名理由、氏名、年齢などを記載し、は

がき（〒５６０－００３６　豊中市蛍池

西町３－５５５、大阪国際空港ターミナ

ル株式会社「マスコットキャラクター

ネーミング応募係」）かメールで申し込

む。問い合わせはネーミング応募係０６

―６８５６―６６７１。　（進藤郁美）

メールでの応募はmascot_character@osaka-airport.co.jp

豊中市の嶋本勝行さんが武道功労者賞を受賞
豊中市刀根山の嶋本勝行さんが、武道

界では最も栄誉ある表彰といわれる「武

道功労者賞」を受賞した。嶋本さんは１

月３１日、豊中市役所を訪れ、浅利敬一

郎市長に喜びを報告した。

この賞は、日本武道協議会に加盟する

９団体の中から、武道の発展に貢献した

人が毎年１人選ばれる。武道界では最も

栄誉ある表彰とされ、名前が刻まれた顕

彰プレートが日本武道館１階北口玄関に

掲げられる。嶋本さんは１９６１年に正

泉寺に合気道の道場を開設し、関西をは

じめ国内外で、合気道の指導に尽くした

ことが評価された。

嶋本さんは大学生の時に合気道を始め

た。中学校教師を経験した後、父の後を

継ぎ正泉寺の住職になった。道場での指

導のほか、オランダやベルギー、ポーラ

ンドでも指導している。嶋本さんは「出

会いのあった人から学び続ける姿勢を大

切にしてきました。道場に通う皆さんか

ら大きな力をもらっています」と話し

た。　　　＝情報提供・豊中市(梶川伸)

浅利市長と話す嶋本さんと妻の緋紗子さん

お兄ちゃんへ
お兄ちゃん、いつもわたしといっしょ

に、あそんでくれてありがとう。

わたしが小さい時から、わたしのお話

しを、気もちよく聞いてくれてありがと

う。

まえ、うみにおよぎに行った時、わた

しが一人でおよぎに行こうとしたら、お

兄ちゃんはわたしのことをしんぱいして

くれて、「あぶないから、お父さんか、

お母さんが来るまで、まっといたら。」

と、やさしく言ってくれたよね。

わたしは、この一言が、ほんとうに、

うれしかったよ。

　わたしは、お兄ちゃんのように、人に

しんせつにしたり、小さい子にやさしく

しようと思います。

　わたしは、お兄ちゃんの妹になれて、

ほんとうにうれしいです。

　これからも、けんかしたりすると思う

けど、なかよくげん気にあそんだり、た

のしくくらそうね。

＝上野小学校２年　國和陽菜さん（豊中

「伝えよう！いのちのつながり」第５回

＝２０１３年度＝作品から）

阪急ものしり帳(28）　箕面有馬電車唱歌　
　阪急電鉄の前身、箕面有馬電気軌道は

１９１０年３月１０日に創業し、直前に

「箕面有馬電車唱歌」を作り、宣伝用パ

ンフレットとして配った。豊中市蛍池東

町２、吉村和利さん宅にはそのパンフが

残っていて、見せてもらった。

　パンフは２つ折りで、見開き面は上部

に五線譜を載せ、下は１番から１５番ま

での歌詞が印刷されている。歌詞には駅

名と、沿線の風景や名所が

織り込まれ、駅名はゴチッ

ク体で書かれている。

　１番は「東風（こち）ふ

く春に魁（さきが）けて開

く梅田の東口　往来（いき

か）ふ汽車を下に見て北野

に渡る跨線橋（こせんきょ

う）」。吉村さんは鉄道

ファンで、「当時、梅田駅

を出ると、北野駅、新淀川

駅と続いた。旧国鉄の貨物

線の上を通ったので、『汽

車を下に見て』となった」と説明する。

　５番は「名も高台の岡山に芦田ヶ池の

水鏡　霞の中に岡町をすぎて若葉の麻田

山」。岡町の次の駅は「麻田」となって

いる。開業時、豊中駅はなく、次の駅は

蛍池のはずだ。吉村さんは「歌ができた

時には仮の駅名で麻田とし、開業時には

蛍池と正式に決まった」と解説する。最

後は宝塚で終わる。（編集長・梶川伸）

所属する「蛍池・遊びのプロジェクト」のメンバーと箕面有馬電車唱歌
を手にする吉村さん（中央）

豊中市住宅協会が６月まで特優賃キャンペーン
　豊中市役所第二庁舎５階に、住宅に関

する総合的な窓口「一般財団法人　豊中

市住宅協会」がある。協会は、市民に住

宅を円滑に供給するために設立された非

営利型法人で、収入が一定の範囲（世帯

主の所得月額１５．８万円以上６０．１

万円以下など）の世帯を対象とした家賃

補助付きの「豊中市特定優良賃貸住宅

（特優賃）」を管理している。大阪府内

の特優賃は府公社が管理している場合が

多いが、豊中市内の特優賃１８住宅は協

会が管理している。

　北摂エリアは住みやすい地域として知

られるが、中でも豊中市は交通の利便性

がよく、公園や図書館、医療機関が充実

していることから、「家賃が高め」のイ

メージがある。協会の主査、道木泰永さ

んは「特優賃は家賃補助がある上、礼金

や仲介手数料も必要ないので、新婚の若

い世帯や子育て世帯に最適です」と話

し、「間取りや設備なども分譲住宅にも

引けを取りません」と胸を張る。６月３

０日まで“新生活応援キャンペーン”を

実施しており、キャンペーン中に申し込

み、７月３１日までに入居すれば、通常

よりもさらに家賃の補助金がつく。キャ

ンペーン中は新婚世帯や子育て世帯への

５万円キャッシュバックもある。

　豊中市の特優賃は、２ＬＤＫや３ＬＤ

Ｋの家族向け住宅で、居間や収納スペー

スが大きめなのが特徴だ。例えば、ロマ

ンチック街道の近くにある、鉄筋６階建

ての瀟洒(しょうしゃ)な外観をもつ物件

は、約１３畳のＬＤＫと洋室２、和室１

の３ＬＤＫでオートロック付き、契約家

賃１２万１８００円が、新生活応援キャ

ンペーンの補助金がついて７万７０００

円から、となる(家賃補助は世帯構成や

所得などで変わる)。また、すべての住

宅に２４時間ホームセキュリティーサー

ビスがついている。協会の管理係長、村

田展隆さんは「昔は希望者が多く、抽選

していたが、マンションが多く建ち、抽

選まではいかなくなった。逆に言えば

じっくり選べるということ。ぜひ多くの

方に内覧に来てほしい」と話している。

　収入基準などは細かく分かれているの

で、豊中市住宅協会へ問い合わせを。電

話（０６－６８５８－２７３９）、また

はメール（hope21@tcct.zaq.ne.jp）

で。内覧は土日も可。ただし内覧申し込

みは平日のみ。　　　　　　(早川方子)

「今流行のウォークインクローゼットがついた住宅もありますよ」と話す豊中市住宅協会の道木泰永さん。
協会のホームページ（http://www.tcct.zaq.ne.jp/hope21/）に住宅一覧が掲載されている

心の花束㉒　春の花で開店祝い
飲食店の開店を祝う花束の注文があり

ました。要望は「可愛らしく仕上げてほ

しい」です。

可愛らしくというイメージにぴったり

の春の花を使うことに決めました。

チューリップ、ラナンキュラス、スイー

トピー、コアニーが歌っているかのよう

に、のびやかにアレンジしました。バラ

とガーベラも加え、それぞれの花の表情

がよく見えるような空間の取り方をし

て、仕上げています。

【花の部屋】豊中市本町4-1-28▽電

話06-6848-1187▽9時～19時▽火曜休

▽http://www.hananoheya.com/

「春の歌を奏で
る」
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豊中・こども会議　３か国つなぎ環境問題を議論
　日本、韓国、ニュージーランドの子ど

もをインターネットでリアルタイムにつ

なぎ、環境問題への取り組みを議論する

「豊中国際教育フォーラム ３か国こど

も会議」が２月８日、大阪大学豊中キャ

ンパスのシグマホールで開かれた。

　日本からは豊中市立第二中学校と、宮

城県の気仙沼市立松岩中学校の生徒が参

加。韓国からは豊中市立新田南小学校と

交流を続けている虎元（ホ

ウォン）初等学校、ニュー

ジーランドからはアンダー

ソンズベイスクールの生徒

が会議に加わり、学校で

行っているごみ処理方法

や、リサイクル活動など、

環境に関する取り組みを英

語で発表した。

　第二中学校は、学校で節

約した光熱費や水道代など

の半分を、予算として自由

に使える「フィフティ・

フィフティ制度」を紹介。この制度は豊

中市内の小中学校の８６％が導入してお

り、生徒に節約意識が根付き、環境問題

への関心も高まったと発表した。

　会議に参加した第二中学校の松井勇斗

君は「ほかの学校の取り組みは、どれも

参考になった。英語での発表は練習が大

変だったけど、伝わってくれてうれし

かった」と笑顔を見せた。（礒野健一）

環境問題の取り組みを発表する豊中市立第二中学校の生徒（テーブル席
左側の４人）

83.7MHz ＦＭ千里の声㊵　木坂浩三さん
◆「デポルトナビゲーション」（日曜日

１１時～１３時）でリポーター・のこり

ん隊を担当

子どものころからテレビが好きで、ナ

レーターになりたいと、広島県福山市か

ら４年前に大阪へやって来た。２０１３

年８月から、ＦＭ千里でスポーツイベン

トのリポーターになり、声を届ける仕事

を始めた。「２回目のリポートで、市民

バドミントン大会を担当し

た時、僕と同じ“こうぞ

う”さんがいて話が弾み、

緊張がほぐれました」と

初々しく語る。「現場で大

切なことはコミュニケー

ション。放送の前から、リ

ポートする皆さんとたくさ

ん話をして、打ち解けた雰

囲気にすると、本番も楽し

いものになります。子ども

相手だと、予測不可能なこ

ともありますけどね」

　趣味は映画鑑賞で、週１本のペースで

見ている。好みはアクション系。また、

料理も好きで、「チャーハンは得意です

よ」と自信を見せた。将来は、フリー

トークもできるラジオパーソナリティー

になりたいと、日々経験を積む。（礒野

健一）＝コミュニティＦＭ千里木曜午前

１１時から、マチゴトの記事を紹介する

「まるごと・マチゴト」放送中

あこがれの声は小山力也さん。「ドラマ『２４』、かっこいいですよ
ね」

豊中運動場１００年⑩　社会人野球にも開放
１９１３（大正２）年５月に開場した

豊中運動場は、米スタンフォード大を招

いての日米野球戦、京阪神の中等学校強

豪校を集めての関西学生連合野球大会の

開催で一気に注目を集めた。一方で豊中

運動場は、社会人野球の聖地としてもそ

の存在感を示していった。

大正時代の野球界は学生野球が主役。

卒業後に野球を続けていくためには卒業

校のＯＢ選手でつくるクラブチームに加

入するか、就職した商店や会社で同志を

集めるしかなかった。関東では大学野球

の人気と存在感が桁外れだったのに対

し、関西では中等学校や企業チーム、ク

ラブチームが野球人気を支えていた。関

東の大学で活躍した選手が、関西の企業

チームやクラブチームで野球を続けてい

く例が続出した。

当時の社会人野球の課題の１つが試合

会場の確保だった。まだ野球専用のグラ

ウンドは存在しないので、学校の校庭を

間借りすることになる。

豊中運動場は開場直後から、学生野球

のみならず社会人野球チームにも積極的

に貸し出した。「一流のグラウンドで気

軽に野球ができる」と人気の裾野は大き

く広がった。運営する箕面有馬電気軌道

が乗客の獲得のために建設したグラウン

ドであることを考えれば、広く開放した

ことは当然かもしれない。

　豊中運動場で社会人野球の大会を開催

しようと考えたのは、関西学生連合野球

大会を主催して成功を収めた美津濃運動

具店だった。美津濃運動具店は開場２年

前の１９１１年に、日本初の社会人野球

の大会として大阪実業団野球大会を十三

運動場で開いており、「学生だけでな

く、実業団も一流のグラウンドで野球を

させてあげたい」との創業者・水野利八

氏の決断だった。

　第２回大阪実業団野球大会は、日本興

業、大阪税関、津田商店、日本人造肥

料、中嶋商店、大崎組商会、百三十銀

行、佐渡嶋商店、汽車製造の９チームが

参加して１９１３年９月２４日に、桃山

中グラウンドで１回戦が行われた。そし

て、準決勝と決勝が１０月１２日に豊中

運動場で開催されることになった。

　東京実業団野球大会が開かれるのは１

９１６（大正５）年、全国実業団野球大

会は翌１７年だから、大阪が社会人野球

を先導したといえる。　　　（松本泉）

大正時代の実業団野球の試合＝場所は不明
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豊中・池田の文化財④　信濃秋山の民家
　豊中市・日本民家集落博物館(服部緑

地)にある３棟の国の重要文化財の１

つ、「信濃秋山の民家」(旧山田家住宅)

は、長野県最北端の村にあった。１８世

紀半ばに建てられたと推定されている。

　特徴は壁が茅(カヤ)でできていて、室

内に板間がないことだ。地面の上に直接

むしろを敷いて暮らしていたらしい。地

面に石で造った囲炉裏の跡があるとい

う。「秋山郷は豪雪地帯の

ため、通気性のよい板間よ

り土座に厚くむしろを重ね

た方がふかふかして暖か

かったのではないか」と博

物館学芸企画課長の山城統

さんは推測する。壁の茅も

「夏は薄く、冬は分厚くふ

いて調整していた」と説明

する。製材機もなかった当

時、壁や板間に使う薄い板

を作るのは難しく、土壁は

春先に雪がしみ込んでしま

う。茅壁は雪国ならではの知恵らしい。

　山城さんによると、秋山郷は稲作には

厳しい山間部にあるため、人々は狩猟や

木工細工で生計を立てていたという。

「昔は山村や里山に茅場があり、茅はコ

ストのかからない材料だった。村人たち

は互いの家の茅をふいたりして協力しな

がら厳しい環境を乗り越えたのでは」と

話している。　　　　　　　(早川方子)

信濃秋山の民家。１９６１年に移築された

お互いを知り合う「ほほ笑みの街プロジェクト」
池田市宇保町で障害者の生活介護事業

をする社会福祉法人てしま福祉会「ほの

ゆる」が、精神疾患を持つ人と地域の住

民との交流をはかる「ほほ笑みの街プロ

ジェクト」を進めている。

２０１３年９月に、くれは会館（池田

市呉服町）で第１回「ほほ笑みーティン

グ」を開き、一緒に料理を作るなどの交

流を始めた。１月１９日には会館に約３

０人が集まって５回目が開

かれ、子どもたちと一緒に

雑煮やぜんざい、自家製ア

イスクリームを作り、消し

ゴムハンコ作りに挑戦し

た。

ほのゆるの精神保健福祉

士、小村絹恵さんは、「精

神疾患は、見た目でわかり

にくい障害なので、理解さ

れにくい。知らないから不

安になって、より遠ざけて

しまうのは、お互いにとっ

て残念なこと。障害のある方も地域のコ

ミュニティーに参加することで、自分た

ちができることを見出し、社会から孤立

せず、就労につなげていくきっかけとし

て『ほほ笑みプロジェクト』を継続した

い」と話す。

　今後は学校などにも働きかけ、精神疾

患に関する理解を広げる活動も考えてい

るという。　　　　　　　（礒野健一）

１月１９日の「微笑みーティング」で、自家製アイスクリームを作る子
どもたち

身近な法律相談⑯　弁護士に相談をするとき
　法律相談の限られた時間を有効に使う

ためにも、法律相談の際に準備しておい

ていただけるといいなと思うものがあり

ます。相談をする前に、簡単なメモを

作ってみてください。

　例えば、離婚相談の場合、配偶者と知

り合った時期、入籍した時期、子供の誕

生、不仲になった原因などを時系列で書

き出してみましょう。遺産分割の相談の

場合は、どのような遺産があるか、どれ

くらい相続人がいるかなど、分かる範囲

で書いておくと、初対面の弁護士にもス

ムーズに話すことができるでしょう。

　また、相談に関係のありそうな資料は

できるだけ持参しましょう。借金の相談

の場合は、借用書や貸主からの督促状な

ど、どこからいくら借りているか分かる

資料があるとよいでしょう。

　法律問題なのかどうかわからず、迷う

こともあると思います。話を聞くと、法

律問題ではなく人生相談だったというこ

ともよくありますので、気にせずご相談

下さい。相談料は弁護士によって異なり

ます。当事務所では３０分ごとに５００

０円（消費税別）となっています。【千

里中央法律事務所　大山七重弁護士】

【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

池田の行きつけ⑪　にんじん
　池田市役所から逸翁美術館へと向かう

道の途中に、ニンジンののれんを掲げた

店がある。店名はそのまま「にんじ

ん」。行きつけとしているのは、逸翁美

術館館長の伊井春樹さんだ。

　初めて訪れたのは約３年前。伊井さん

が館長に就任して間もなくのころだっ

た。名物という「チキン南蛮定食」を頼

んだところ、大きな皿に唐揚げとキャベ

ツが山盛りで出てきた。

「食べるだけで必死。なん

とか残さず食べましたが、

次からは半分にしてもらっ

てます」という。

　店主の中森秀俊さんは、

神戸、石橋、宝塚と移りな

がら店を経営し、６年前に

今の店を出した。店名は

「人がたくさん参るよう

に」という思いから。チキ

ン南蛮はタルタルソースで

はなく、自家製のあっさり

ドレッシングなのも特徴だ。「これなら

意外と食べられる。もし残っても、持ち

帰って食べてほしいな。キャベツも、お

好み焼きの材料にしたらええ」と話す。

　営業時間が短めなのは、４０年以上連

れ添った中森さんの奥さんが入院中だか

らだ。「ずっと共働きで苦労をかけた。

恩返ししたいねん」。ぶっきらぼうに誠

実に、そうつぶやいた。　（礒野健一）

【にんじん】池田市大和町４－１９▽０７２－７５２－７７３８▽１１
時～１３時半、１７時～２０時半▽水曜、第４週木曜定休
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北摂麺大使㉘　池田市・丸一食堂
　ラーメン屋と中華料理屋は、似て非な

るもの。池田と石橋の間、国道１７６号

沿いに店を構える丸一食堂の店主、増田

航さんは、「そこはこだわりたい」と真

剣な顔を見せる。

　高校卒業時、進学も就職もピンと来る

ものがなく、どうしようかと考えてみた

ところ、「調理実習は面白かったな」と

いう理由で、調理師の世界に飛び込ん

だ。「作っている姿が豪快

で男らしいやん」と、中華

料理一筋で腕を磨いた。４

年前に地元の池田へ戻って

丸一食堂で働き始め、１年

後に権利を買い取ってオー

ナー店主になった。

　看板料理の１つ「担担麺

（たんたんめん）」は、肉

みそにエビイモやフクロダ

ケを加えた。ねりゴマや

ラー油も、微妙な味加減を

調整している。「ラーメン

やなくて、中華料理。油の使い方１つで

も、叩き込まれた基礎がある。まあ、食

べる人は普通に食べてくれたらええんや

けど」と笑う。「料理に大切なのは、冗

談やなく“愛情”。どれだけお客さんの

ことを考えられるか。盛りつけだって、

ただ皿に乗せればいいわけやない」

　夢は本場中国への出店。「いつか殴り

込みかけたる」と意気込む｡(礒野健一)

【丸一食堂】池田市城南３－１１－６▽０７２－７５０－２２１２▽１
２時～１４時、１８時～２３時（ＬＯ）▽水曜定休

韓国の家庭料理　キッチンあき
「熊野町バス停前にオープン！」と書

かれたチラシを手に、キッチンあきのド

アを開けると、斧田明子さんが迎えてく

れた。「今日はお客さんが来てくれた

よ」とうれしそうな顔で、帽子をかぶり

直した。キッチンあきは、豊中市西泉丘

１に２０１３年５月に斧田さんが開いた

韓国料理店。「お客さんがゼロで心が折

れそうになった時もあった」と、開店し

てからの９カ月を振り返る。

うれしいこともあった。２０１４年の

節分に、韓国のノリ巻き「キンパ」が３

１本売れたという。その時、お客さんか

ら「店の存在を知らんかった」という声

を聞いてがく然とした。「待っているだ

けではだめ。これからは攻めの勝負をし

ないといけない」

もともと職人気質で、黙々と作業をこ

なすのが好きだという。厨房は「私の居

場所」と笑い、また帽子をかぶり直し

た。「私の料理は、以前勤めていた韓国

料理店で徹底的に仕込まれた味」。レシ

ピはない。舌で覚えた味だ。「今まで出

合えなかった味に出合えた時、その味を

自分のものにする。コツコツやるだけで

す」と、控え目に話した。最初に食べて

ほしいのは「スンドゥブチゲ」と斧田さ

ん。２種類のトウガラシ、おろしニンニ

ク、ショウガ、ゴマ油などで作ったペー

スト状の合わせ調味料「タデギ」と牛骨

スープを使い、隠し味に合わせみそを

使って仕上げている。「最後はさらえ

て、全部飲んでくれたら最高」と話す。

　ランチは６種類（８００円～１０５０

円）。スンドゥブチゲは、海鮮、豚、

チーズから選べる。ご飯、小鉢３品、韓

国ノリ、ユズ茶が付いて８５０円。クッ

パ、チヂミ、石焼きピビンパなどもあ

る。夜はキムチ鍋コース（２０００円）

のほか、２月にはサムゲタン鍋（３００

０円）も始めた。　　　　（進藤郁美）

2

●
いかり
豊中店

服部霊園

●
ガスト

熊野田
小学校

東泉丘
小学校

●
公益社
千里会館

●
アザール
桃山台

泉丘
小学校

第十五
中学校

第十七
中学校

●
渡辺
病院

●シェフ
　カワカミ

●Fresco

ノムラクリーニング　　　　　　　
●

シグマ薬品●

畑中仏壇●

●消防署

●ミニコープ

■
キッチンあきキッチンあき

Ｎ

桃山台駅

至梅田

至千里中央

北
大
阪
急
行
南
北
線
新
御
堂
筋

●二ノ切
　温水
　プール

阪急バス「熊野町」バス停下車すぐ

【キッチンあき】豊中市西泉丘１－１－１７▽月～木曜はランチのみ。金・土・日曜は夜も営業。１１時～１
４時半、１７時～２２時▽水曜定休（３月からは月曜定休）▽０６－６８５３－８７６６

編集長のズボラ料理（49）チンゲンサイ白スープ
　洋食というと、シチューに結びつくの

はなぜだろう。それもホワイトシチュー

ではなく、ビーフシチューにである。

　洋食という言葉の響きは、家で食べて

も、それは洋食ではないといった毅然た

るものがある。洋食は「ちょっとぜいた

く」だから、洋食屋に行き、白いテーブ

ルクロスの上で食べなければならない。

　「ちょっとしたぜいたく」を決定的に

するのは、牛肉を塊として食べることで

ある。それならステーキとなるかもしれ

ないが、それは「大きなぜいたく」で、

ステーキ屋に行く必要がある。でも、そ

んな金はない。そんな時に、小型の塊の

シチューという選択が残される。

　小型の塊なら、カレーで良いではない

か。そう思う人がいるかもしれないが、

よく比較してほしい。カレーの塊は少し

小さくて、「ちょっとしたぜいたく」の

雰囲気に欠ける。そんなものは、家で食

べればいい。

　わかりやすく、方程式にしてみる。カ

レーの肉をＣとする。ビーフシチューの

肉はＢ、ステーキはＳとする。そうする

と、次の２つの式が成り立つ。Ｂ＝２Ｃ

　Ｓ＝４Ｂ

　家か洋食屋か、の関係は豚カツとビフ

カツについても言える。ビフカツは、

「ちょっとしたぜいたく」だから、洋食

屋で食べるべしなのである。現に、僕が

神戸から大阪に転居する時、友人が三宮

で昼食をおごってくれた。それは当然の

ように、洋食屋のビフカツだった。

　家で食べる場合、牛肉の塊ならカレー

に限る。豚の塊なら豚カツとなる。豚

も、塊でなくてよければ、ホワイトシ

チューとなる。そして、豚肉さえ始末す

るのが、今回の料理である。

　チンゲンサイをスーパーで買うと、た

いてい２株入っている。それを二等分か

三等分に切っておく。鍋にコップ５杯ほ

どの水を注ぎ、コンソメスープの素、コ

ショウ、あればローリエの葉を加えて煮

立たせる。そこにチンゲンサイと切った

ベーコンを入れ、ホワイトシチューの素

の山２つ分と生クリーム、好みで牛乳を

加えて、弱火で煮る。

　チンゲンサイのクリーム煮の簡単版

で、シチューよりもスープ版である。肉

類はベーコンのかけらくらいだから、ぜ

いたくさはほとんどなく、当然ながら家

の食べ物となる。　　　　　（梶川伸）

スープとシチューの中間くらいの濃度が僕の好み。チンゲンサイの代わりにハクサイでも良い

わが子に伝えたい食卓㉒　根菜の米粉シチュー
冬の根菜類は、旨（うま）みの宝庫。

このシチューは市販のルーを使うまでも

なく、家にある材料でパパッと作れるレ

シピなので心強いですよ。

カブ２個、ニンジン（小）、ゴボウ、

白ネギ各１本をさいの目に切り揃え、み

そ（大さじ１）、水（２００ｍｌ）を入

れ、ふたをし、水から蒸し煮にします。

蒸気で旨みが逃げない厚手の鍋で加熱す

れば、より自然の甘さが引き出されま

す。火が通れば、米粉（大さじ２）を無

調整豆乳（６００ｍｌ）に溶かし、とろ

みがつくまで弱火で煮込み出来上がり。

米粉（製菓用でもＯＫ）は小麦粉のよう

にダマにならず、失敗が少ない上、小麦

アレルギーのお子さんも食べることがで

きます。いつもながら、固形スープも使

わない引き算の味付けなので、鶏肉を加

えたり、仕上げに少量のバターやコショ

ウで風味をつければ大人味に。後期以降

の離乳食には、水でのばしてポタージュ

にも応用できます。

【烏帽子真理さん】池田市在住のフード

ライターで、食育指導士。４歳児と０歳

児の母。化学調味料を使わず、素材から

だしを引き出す家庭料理が得意

ハクサイや大根、里芋など冬野菜全般に合う。みそ
はダシ入りではなく、天然醸造のものを
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マチゴト主催の出産フォーラムに２３人が参加
　出産をテーマにした地域健康フォーラ

ム（マチゴト主催）が２月２日、豊中市

玉井町１、男女共同参画推進センターす

てっぷで開かれ、出産を控えている女性

ら２３人が出席した。講師は直原ウィメ

ンズクリニック（豊中市新千里南町２）

の直原廣明院長が務め、出産に向けた心

構えや妊娠中の注意点について話した。

　直原さんは陣痛について「数多くの出

産に携わってきた私には、陣痛は何か意

味があるものと思える。陣痛は母親から

子どもへの生命エネルギーの受け渡しの

ようなもの」とし、無痛分娩に頼らない

自然分娩の大切さを訴えた。また、「女

性には本来“産む力”が備わっているの

で、自分の力を信じて出産に臨んでほし

い」と話した。そして、安全な出産のた

めに「妊娠中は３食をバランスよく食べ

て体調を整えて。外食はできるだけ避

け、できれば夕食は午後８時までに済ま

せて体重維持を」とアドバイスした。

　出席者からは「陣痛のイメージが変

わった。強い痛みも乗り越えられるよう

な気がしてきた」「産む力の大切さを実

感した。出産が楽しみになった」との声

が聞かれた。　　　　　　　(早川方子)

赤ちゃんの人形を使いながら話す直原さん

地域密着新聞マチゴトは３月号で休刊します
地域密着新聞「マチゴト豊中・池田」

は、３月号（３月１３日発行）をもって

休刊とさせていただくことになりまし

た。なお、ホームページは継続の方向で

検討しています。

新聞マチゴトは、２０１０年７月２９

日に創刊しました。同時に、ホームペー

ジも開設しました。地域の身近な情報媒

体、読者のみなさまと一緒に作る媒体を

目指しました。新聞の方は、当初は２週

間に１回、途中からページ数と情報量を

増やして月１回のペースで発行を続け、

６０号を数えるまでになり、やっとに定

着してきたと感じていました。

毎日新聞の実験的な試みでしたが、私

たちの力が及ばず、経営面などを考慮し

た結果、新聞は休刊の運びとなりまし

た。取材でお世話になったみなさま、ボ

ランティアで原稿を書いていただいた

方々、広告掲載をしていただいた企業や

経営者の方々、情報提供をしていただい

た豊中市、池田市には大変お世話になり

ました。ありがとうございました。未熟

な私たちを支えてくださった方々には、

中途半端のまま終えることを申しわけな

く思っています。何よりも、愛読してい

ただいた読者のみなさまには、感謝の気

持ちとおわびをお伝えします。

　新聞は次号、３月号が最終刊となりま

す。あと少しの期間ですが、マチゴトは

最後の取材を続けます。その間にマチゴ

トのスタッフは、お世話になった方々

に、個別にごあいさつをするつもりで

す。しかし、３年半あまりのマチゴトの

活動の中で出会った方々は、数えきれな

い多さです。私たちの感謝を伝えられな

い方があるかもしれません。そのような

ことを考えて、申し訳ありませんが、こ

の紙面を借りてお礼を申しあげます。

　ホームページは継続を考えています。

収録してきたデータを無に帰すのは残念

との思いからです。正式に継続が決まり

ましたら、これまで通りのご利用とご愛

読をお願いします。（編集長・梶川伸）





西村真琴の足跡・下　中国の戦争孤児を日本へ　２３日に「西村真琴と魯迅」講演会、２５日まで展覧会
西村真琴は大阪毎日新聞（現毎日新

聞）の学芸部記者の後、大阪毎日新聞社

会事業団（現毎日新聞大阪社会事業団）

に移り、やがて常任理事となった。

　事業団は日中戦争の最中の１９３８

年、四天王寺などと隣邦孤児愛護会を組

織した。その中心にいたのは、西村だっ

た。設立趣意書は日中戦争について、

「現地の戦禍が、幾多民衆の不幸を現じ

つつある中にも、最も哀れなるは、父母

を喪（うし）ないかつ寄辺（よるべ）な

き孤児が飢に泣きあるいは病に悩む姿で

ある。我等はこの惨状を目撃しては到底

捨て置く事ができない」と書いている。

　西村らは３９年１月に中国に渡り、敵

国である中国人の戦争孤児６８人を日本

に呼び寄せた。子どもたちは、四天王寺

が運営する養護施設で養育された。太平

洋戦争が始まると、状況の悪化が予想さ

れたため、愛護会は順次、子どもを中国

に帰国させた。東京第一高校に進学した

１人をのぞき、６７人が帰国した４５年

５月、愛護会は活動に終止符を打った。

　戦後、西村は豊中市議会議員になり、

議長も務めた。４８年１月の市議会の議

事録に、西村の功績に言及した市議の発

言が残っている。市議は中国からの復員

軍人から聞いた話を披露した。軍人は引

き揚げ船に乗る際、中国の青年に親切に

してもらったので、礼を述べた。すると

青年は言ったそうだ。

　「お礼は、私が受けるべきではない。

日本に西村真琴という先生がおられる。

その方にお礼を言ってください。私が今

日あるのは、西村先生のおかげです」

　青年は帰国した戦争孤児の１人だっ

た。市議は「軍には相当の反対もあった

そうだ。反対を押し切って、未来の日本

と中国のためにと、同胞愛、人類愛に徹

した」と、西村をたたえた。（梶川伸）

◆「西村真琴と魯迅」展・講演会◆

　「西村真琴と魯迅（ろじん）」展が２

月２３日から２５日まで、豊中市曽根東

町３－７－３、市立中央公民館で開かれ

る。中国・上海魯迅記念館、大阪府日本

中国友好協会、豊中市日本中国友好協会

が主催し、毎日新聞などが後援する。

　西村と中国の文豪・魯迅の関係は「戦

火の下の友情」として知られる。展覧会

は魯迅が西村に贈った漢詩の一節「度盡

劫波兄弟在　相逢一笑泯恩讐」（意訳＝

荒波を渡っていけば兄弟がいる。会って

笑えば、恩讐は消える）を題材にし、資

料１００点あまりを、写真で紹介する。

　上海事変（１９３２年）が起き、西村

は医療団を率いて上海に行き、傷ついた

ハトを日本に連れ帰った。子バトが生ま

れたら日中友好の象徴として魯迅に贈ろ

うと考えた。ハトは死んだが、いきさつ

書いた手紙を送り、感激した魯迅は「度

盡劫波兄弟在……」の詩を作った。

　２３日午後２時から、豊中市本町３－

１－１６、ホテルアイボリー３階オー

キッドホールで講演会と討論会をする。

上海魯迅記念館の王錫栄・館長の講演の

後、松尾宏さん（西村真琴の孫）、周寧

さん（魯迅の孫）らがパネル討議。無料

で、豊中市日中友好協会（０６－４９７

７－３３９２）に申し込みが必要。

西村真琴は魯迅との交流で知られるが、日本のロ
ボットの生みの親、俳優・西村晃の父など、いくつ
もの顔を持っている


