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１冊１冊手作業で補
修するので手間がか
かる

手作業で本の修理２００冊　
池田・図書館ボランティア

池
田市五月丘１、池田市立図書館

の２階会議室で、市民ボラン

ティアが毎月第２金曜日に本の修理を

続けている。２００２年に発足した住

民グループ「池田市立図書館　本の修

理ボランティア」で、会員は１３人。

メンバーは「できるだけ早く本を直

し、貸し出しできるようにしたい」

と、細かい作業に精を出す。

　修理するのは、本を開いた時に、と

じている部分が裂けてしまう「ノド割

れ」状態が多い。落書きや表紙の破

れ、ページが切れたもの、バラバラに

なりそうな本もある。多い時で１回に

約２００冊の本を補修するという。

　メンバーは、本の状態を見極めて、

慣れた手つきで筆や竹ぐしを使い、接

着剤を割れた部分に埋め込んでいく。

補修テープを駆使して修理することも

ある。利用者がセロハンテープで応急

処置をしたケースもあるが、テープが

変色して逆に紙を傷めるため、テープ

ははがしてから修復していた。本に２

本の輪ゴムをかけると、修理を終えた

しるし。「１番困るのはボールペンの

落書き。『汚損あり』と示して貸し出

すことになってしまう」と、大野隆康

さんは残念がる。

　本の修理を１０年間続ける宮村房子

さんは「消せない落書きを見ると悲し

くなる。鉛筆の落書きのために、消し

ゴム１個を使い切ったこともある」と

言う。松崎佳津子さんは「本を読むの

が好きで修理ボランティアを始めた。

修復しながら時々、読み入ってしまう

こともあって」と笑っていた。また、

西田厚子さんは「次の人が気持よく読

めるように、本を丁寧に扱ってほし

い」と願いを込めた。　（進藤郁美）
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「ドクターピンク」　禁煙を訴える薗はじめさん
　豊中市曽根東町１、薗（その）はじめ

クリニック院長の薗はじめさんは、別名

ドクターピンクと呼ばれている。禁煙

マークをあしらったピンク色の「白衣」

を着て現われた。クリニックの外来は禁

煙指導のみで、「その人らしく生きるた

めの力になりたい」とニコチン依存症治

療に心血を注ぐ。

　「世界で６秒に１人の命を奪っている

タバコ。発がん性物質は６０種類以上、

有害物質は２００種類以上含まれてい

る。含有物質の有害性もさることなが

ら、ニコチンの精神毒性も重大な問題

だ。ニコチンは合法的であってはならな

い。日本は、禁煙鎖国」と訴える。

　内科医をしていて、「タバコがらみで

はないと人は若死にしない」と実感し

た。禁煙活動を始めて２０年。「タバコ

の話になると止まらない」と、筋金入り

の活動家ぶりだ。

　ひと昔前までは、喫煙者の意志でニコ

チンを断つのは難しかった。ニコチンガ

ムやニコチンパッチ、さらに、飲み薬が

登場して成功率が上がった。このため、

クリニックでは、ドクターピンクが時間

をかけてカウンセリングし、タバコを避

ける工夫など、職員全員が全面的にサ

ポートする。８割の人が初診から３カ月

ほどで成功するという。「喫煙者は内

心、やめたいと思っている。自分やまわ

りの人の命、心の安定、生きがいなど、

本当に大切なものを失わないために治療

を受けてほしい」と願う。

　真っ赤な禁煙宣伝カーで市内を走る。

ボンネットにはハートの禁煙マークが

あった。飛行機から見えるように天井に

も付けたと、ドクターピンクは笑う。講

演会では夫の潤さんと禁煙漫才をして啓

発活動を続ける。

　ピンクの出で立ちは「タバコを吸わな

い人の肺の色、唇の色、ほおの色だか

ら」

　夢はタバコを博物館送りすることと話

している。

　【薗はじめプロフィール】国際基督教

大学で心理学を専攻。筑波大学で医学を

学ぶ。あおもり協立病院、神戸アドベン

チスト病院で内科と禁煙外来を担当。２

００４年から薗はじめクリニック院長。

著書に「やめる禁煙、治す禁煙―意志の

限界を薬や治療で補う」がある。

　　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

【薗はじめクリニック】内科在宅診療と禁煙外来（完全予約制）▽豊中市曽根東町１－１１－４４、ビコロ曽
根３階▽電話０６－６８４８－５８２３▽ホームページhttp://www.sonopink.com/

鶴橋ひる市レシピ　園芸高校生が大賞
魚を使った新しいメニューを集め、そ

の味や作りやすさを競う「第２回鶴橋ひ

る市レシピコンテスト」が３月１日、鶴

橋鮮魚市場（大阪市生野区）で開かれ、

大阪府立園芸高校（池田市八王寺１）の

生徒たちが考えた「なにわの魚そば春巻

き」が大賞に選ばれた。

春巻きはタラとタイの切り身、キュウ

リ、ニンジン、そばを細かく刻んだもの

と、寒天で固めためんつゆ

を、ハムと春巻きの皮で包

んで揚げたもの。レシピは

約２カ月、試行錯誤をして

作り上げた。鶴橋鮮魚組合

の森蔭勝洋さんは「刻んだ

そばを入れるなど、斬新な

アイデアがシンプルな味と

してまとまっていた」と評

した。

学校での試作品には、市

販のめんつゆではなく、大

阪で最古といわれるうどん

屋「吾妻」（池田市西本町）のダシを使

用した。老舗秘伝のダシが使えたのは、

開発した生徒の中に、７代目となる予定

の巽将斗さんが加わっていたから。「大

阪の素材を使いたかった」と巽さん。今

のところ、吾妻で春巻きが出る予定はな

いが、将斗さんが継いだころには、

ひょっとすると……。

　　　　　　　　　　　　（礒野健一）

「なにわの魚そば春巻き」のレシピを開発した生徒たち。中央が巽さん

医療と介護の包括的ケア目指す「虹ねっと」
　豊中市柴原町４、市立豊中病院で２月

１７日、医療と介護の意見交換会「第３

回　虹ねっと連絡会」が開かれた。豊中

市内の医療と介護の関係者約４０人が集

まり、在宅緩和ケアと、退院後の病院間

の引き継ぎなどについて話し合った。

　虹ねっとは、２０１３年１１月に初め

ての連絡会を開いた。年３～４回のペー

スで、豊中市の医師会や薬剤師会、介護

保険事業者らが集まり、今

後加速すると予想される高

齢社会に対応できるよう、

病院や診察所の連係だけで

なく、介護施設や訪問介護

ケアセンター、市の高齢者

支援課と協力して、患者の

包括的で継続的なケアに取

り組む。自宅で介護をする

側も受ける側も安心できる

よう、在宅医療マニュアル

は市立豊中病院のやり方を

ベースに作成。定期連絡会

では、マニュアルの訂正や、薬剤の使い

方など、さらに細かな詰めの作業を進め

た。また、死亡にかかったケアチームに

対してのフォローや、組織体制や今後の

計画についても話し合っている。

　豊中市高齢者支援課の後藤良輔さんは

「単なるカルテの交換ではなく、顔の見

える関係作りに力を入れたい」と、今後

の目標を掲げた。　　　　　(早川方子)

医療と介護の関係者が一堂に集まった

和装の素晴らしさ伝える恵子ちゃん
ピンと伸びた背筋で優しい笑みを浮か

べ、「どうぞ、いらっしゃい」と家に招

かれた。池田市満寿美町の小俣恵子さん

（８０）は、和装の美しさと楽しさを、

若い世代に伝えている。

「私が嫁入りした時は、母が手縫いし

た服をたくさんくれました。母だけでな

く、近所の皆さんからも」と話す。普段

着だった和装が、今は特別な時にしか着

られないことを残念がる。

「和装は疲れると言う人も

いますが、とんでもない。

動き回ることを見越して作

られているから、しっかり

と着付ければ、洋服よりも

断然楽ですよ」と説明す

る。

池田で５０年以上暮らし

ている。亡き夫が経営して

いた町工場を支え、工員か

らは母のように慕われた。

「みんな勉強熱心で、忙し

かったけど楽しい時代だった。今もよく

会ってますよ」。近所の行きつけの喫茶

店では、常連客から「恵子ちゃん」と呼

ばれる。善意で着付けを教えるだけでな

く、料理を振る舞うなど、頼れる“お母

さん”として親しまれている。「人と話

をするのが好き。これからも若い人たち

と、人生をエンジョイしていきたいね」

と、可愛らしく笑った。　（礒野健一）

しっかりとした手さばきで、着付けを教える小俣さん（左）

切り絵で広がった世界　野澤新治さん
池田市神田に住む野澤新治さんは、約

５年前に、とある展覧会で切り絵と出

会った。「絵なんて書いたことなかった

けど、１人で好きなだけやれるから」

と、吹田市の教室に通い始め、没頭して

いった。やがて木版画や色鉛筆画にも挑

戦し、その実力もめきめきと上達。池田

市緑のセンターが主催する「花の絵はが

きコンテスト」では、２０１２、１３年

と、２年連続で最優秀賞を受賞した。

もともとは大雑把な性格という。「で

も、切り絵を始めてからは、物の見方が

変わったなあ。観光地に行っても、つい

『どの構図が絵にしやすいか』と考えて

しまうし、道端の草花も、以前はまるで

気にしてなかったけど、今は『今日はつ

ぼみだな。明日には咲くかな』と観察し

てしまう」。感じる世界が広がったこと

が、切り絵を始めて１番の変化と語る。

描きたいと思い続けているモチーフが

ある。奈良県宇陀市の大きなしだれ桜

「又兵衛桜」だ。「毎年行って、ラフス

ケッチは何枚も描いている。でも、まだ

作品には出来ていない。今年も見に行く

つもりだが、なんとか仕上げたい」と、

目を輝かせた。　　　　　（礒野健一）

近くの神田八坂神社の手水舎を描いた作品を手にす
る野澤さん



3

生以(うい)くん

です。もうすぐ８

カ月。両親は「元

気があったらなん

でもできる！ 自

分の生（命＆人

生）を以（もっ）

てして精一杯生き

て欲しい」と、こ

の名前をつけたそうです。いつもニコニ

コ、穏やかな甘えん坊さん。見ているだ

けで、こちらも笑顔になります。

わが家の宝もの
　航（わたる）く

んは、５月に４歳

になります。クラ

シックコンサート

会場の最前列で、

眠ることなくぐず

ることなく聞き

入っていた航く

ん。お母さんによ

ると、コンサートは航くんのたっての希

望で来たそうです。未来の大物アーティ

ストかもしれませんね。

わが家の宝もの

子どもと楽しみたい絵本　てくてく編㉜
【旅の絵本ＩＶ】

　末っ子の入院生活の間、彼を慰めてく

れたのは、同室の患者さん、友達、そし

て本でした。午後は、友達が来てくれま

したが、午前は、私とつまらない話をし

ているか、本を読んでいました。いくら

おしゃべりな私たちでも、毎日、そんな

に話があるわけではありません。末っ子

の入院病棟は、静かな病棟でした。大き

な声で話すには、はばかられるところも

ありました。そんなある日、この作品を

持って病院に行きました。この作品は、

米国の風景が描かれているだけで、文字

はありません。しかし、絵をよぉ～く見

ていると、絵本の一場面が描かれていた

り、動物が隠れていたりします。それを

２人で、きゃあきゃあ言いながら、探し

て過ごしました。結局、２人とも大きな

声で、しゃべっていて、いつも以上にう

るさいことになってしまいました。騒が

しいことで有名な私たちでした。私の拙

文にお付き合いくださり、ありがとうご

ざいました。（絵本を楽しむ会・Ｍ）

「旅の絵本ＩＶ」絵：安野光雅（福音館書店）

子どもと楽しみたい絵本　よちよち編㊷

「また　もりへ」文・絵：マリー・ホール・エッツ
　訳：まさきるりこ（福音館書店）

【また　もりへ】

　僕が森へ入っていくと、動物たちが集

まっていました。動物たちは得意技を披

露して、１番を決めようとしていまし

た。得意技の披露の始まりです。１組ず

つ終わるときまって、年とった象が「よ

ろしい、なかなか　よろしい」と言いま

す。先日の会話。末っ子が、忘れがちな

お薬を塗っていたので、私が「今日は忘

れずに、薬を塗ってる！よろしい、なか

なか　よろしい」と言うと、末っ子は

「と、年とった象は言いました。あっ、

間違えた！年とった豚さんは言いまし

た」とにやり。（絵本を楽しむ会・Ｍ）

少年野球⑫　池田ＡＧ
　「池田ＡＧ」は、池田グリーンファイ

ターズと池田エンジェルスが、２００８

年に合併してできた。池田市立呉服小学

校を拠点としている。部員は４４人。女

子も３人含まれている。

　池田ＡＧのモットーは、基本に忠実な

指導だ。監督の村松広司さんは、「難し

い練習はさせず、ごく基本的な練習を繰

り返す」と話す。基本的な練習でも、

チームはこれまでに毎日新

聞社主催くりくり少年野球

選手権大会で優勝するなど

結果を残してきた。

　池田市の少年野球は、小

学校校区ごとにチームが分

かれている豊中市と違い、

池田市内各校区や、豊中

市、箕面市など周辺各地か

ら選手が集まるので、選手

は学校以外の友人を作るこ

とができる。池田ＡＧは練

習中の掛け声が大きく、保

護者も含めて仲の良いチームだ。キャプ

テンで６年生の増田慎司君は、野球の楽

しさを「ひとつの目標に向けて、みんな

でがんばること」と話した。村松さんは

「苦しいことがないと本当に楽しむこと

はできない。野球で体験する一喜一憂

で、子どもたちがどう成長していくかを

見たい。みんなが将来どんな社会人にな

るか楽しみ」と目を細めた。(早川方子)

池田ＡＧは選手を募集中。希望者は練習を見学できる。
メール（ikedaag@yahoo.co.jp）で連絡を

エンゼル祝品制度、２０１４年度から変更
　池田市と池田泉州銀行は２０１４年度

から、エンゼル祝品制度の支給対象と内

容を変更する。すべての出生児について

一律１万円の積立定期預金通帳の贈呈と

なる。この制度は、池田市民の誕生を祝

い成長を願うもので、２００７年にス

タートした。池田市と池田泉州銀行が支

出をして、積立定期預金通帳をプレゼン

トしている。現行は第２子以降が対象に

なっている。内訳は第２子が額面１万円

（市５０００円、銀行５０００円負担）

▽第３子は額面２万円（市１万５０００

円、銀行５０００円負担）▽第４子以降

は額面５万円（池田市４万５０００円、

銀行５０００円負担）。

　２０１４年からは第１子からに対象を

広げるが、２子以降も同額で、いずれも

額面１万円（市５０００円、銀行５００

０円）。２０１４年４月１日以降に生ま

れ、出産時点で池田市に引き続き１年以

上住み、市税完納の条件を満たす人が対

象となる。問い合わせは池田市総合窓口

課（０７２－７５４－６２４３）。

　　　　＝情報提供・池田市（梶川伸）

豊中・島田小６年生が卒業記念キッズゲルニカ
豊中市立島田小学校（庄内栄町２）６

年生４５人の卒業制作「キッズゲルニ

カ」が完成し、３月４日に開かれた６年

生を送るつどいで披露された。

キッズゲルニカは、ピカソの代表作

「ゲルニカ」と同じ大きさの画面に、子

どもたちが平和への願いを込めた絵を作

成する国際プロジェクト。島田小は２０

１３年１０月に希望者を募り、実行委員

会を設けた。全員で平和に

ついて話し合い、実行委員

を中心にデザインを検討、

制作を進めた。

作品は縦３．５メート

ル、横７メートルの模造紙

に描かれている。７色の虹

を背景に、さまざまな国旗

が描かれた風船が飛んでい

る。風船はリボンで束ねら

れ、世界が１つになって欲

しいとの願いを込めた。大

きさや形の異なるクロー

バーや風船は、１人ひとりの違いや個性

を表している。

　実行委員の長居亜琳さんは「色がそろ

わず大変だったけど、皆で作れて楽し

かった。いろんな人が助け合う、戦争の

無い世界になってほしい」と話す。この

絵は「キッズゲルニカ　国際子ども平和

壁画プロジェクト」ホームページで公開

される。＝情報提供・豊中市（梶川伸）

披露されたキッズゲルニカ

センバツ出場　履正社が豊中市役所を訪問
３月２１日から阪神甲子園球場（西宮

市）で開催される第８６回選抜高等学校

野球大会（日本高等学校野球連盟、毎日

新聞社主催）に出場する履正社高校の野

球部員が２月２４日、豊中市役所を訪

れ、浅利敬一郎市長らに決意を語った。

履正社のセンバツ出場は４年連続６回

目。夏の全国高校野球選手権大会を含め

ると８回目の甲子園出場となる。金岡洋

平主将（２年生）は「今年こそは優勝旗

を持ち帰りたい。体幹トレーニングの手

応えもあり、今後は試合を想定した練習

で大会を迎えたい」と意気込みを話し

た。岡田龍生監督は「高校野球発祥の地

である豊中に優勝旗を持って帰れるよ

う、全力で戦います」と抱負を述べた。

浅利市長は「皆さんの活躍を多くの市民

が楽しみにしています。まずは１回戦突

破をめざして、頑張ってください」と激

励した。

　センバツは３月２１日から１２日間の

予定で試合が行われる。

　　　　　＝情報提供・豊中市(梶川伸)

金岡主将（右）は浅利市長と握手をして、甲子園で
の活躍を誓った

感謝
食事を作ってくれるのは「お母さ

ん」、仕事をして家族達を守ってくれて

いる「お父さん」、いつも一緒に遊んで

くれている「お兄ちゃん」。『人は周り

に支えられて生きている』という言葉を

聞いたことがあります。ぼくは、本当に

そうだなぁーと何回も心から感じていま

す。

また、これは家族だけでは無いと思い

ます。学校の先生、友達、親せき…考え

るときりがありません。

ぼくは今まで支えてきてもらった人々

全員に感謝をしています。これからも周

りの人に助けられると思いますが、僕も

人の「支え」になれる人間になりたいで

す。
 

　＝北豊島中学校１年　古和田徹さん

　　　（池田「伝えよう！いのちのつな

　　　がり」第１６回＝２０１３年度＝

　　　作品から）
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いつまでも動く体に⑪　ＮＥＡＴをがんばろう
　この連載では、肩や腰などの部位ごと

に、痛みを軽減するストレッチや、筋力

をつけるトレーニング方法を伝えてき

た。しかし、時間を割いてトレーニング

を続けるには、高い意識が必要となり、

つい忘れてしまうことも多い。

　そこで取り入れるのが、ＮＥＡＴ（

ニート）だ。Non-Exercise Activity

Thermogenesis（非運動性活動熱産生）

の略で、日常生活の中にちょっとした運

動を盛り込み、消費カロリー量を高める

活動のことだ。例えば床掃除や階段の上

り下りなどの動作は、水泳や自転車な

ど、ジムで行う運動と同程度の活動量と

なるのだ。ところが、今は床掃除は自動

掃除機が行い、階段はエレベーターやエ

スカレーターを利用することが増え、自

分が思っている以上に、日常生活から運

動は減っている。

　南谷クリニック メディカルフィット

ネス・エムズの松村亮介マネージャーは

「とにかく、無駄な動きを増やしましょ

う」と話す。電車では常に立つ、テレビ

はリモコンを使わず、よく使うものほど

遠くに置いておくなど、「面倒だなあ」

と思うことを、逆にやってみるのが効果

的だ。また、１日に立っている時間につ

いて、やせ気味の人より肥満気味の人の

方が約２．５時間少ないという統計もあ

る。これは約ごはん１．５杯分、３５０

キロカロリーの差となる。意識をして生

活を変えてみよう。（礒野健一）

【南谷クリニック　メディカルフィット

ネス・エムズ】豊中市岡町北１－２－４

▽０６－６８４１－５７２０▽http:/

/www.minamitani-c.or.jp/

かかとを上げて生活することも、簡単にできるＮＥ
ＡＴだ。エムズの皆さんにもやってもらった

岡町・スタジオ優菜で軽銀細工教室
豊中市岡町のスタジオ優菜（ゆうな）

で「軽銀細工教室」が開かれている。２

０１０年から軽銀インストラクターの前

川和久さんがオリジナルのティアラやブ

ローチの作り方を、教えている。

軽銀細工は、アルミ線をハンマーで叩

いて加工する。軽く、柔らかいので、思

い通りのデザインに仕上がるのが特徴。

「ハンマーやペンチを用いる軽作業。曲

げる、叩く、接続するとい

う工程です。平面だけでは

なく、立体的に仕上げるこ

とができるので、ビーズ細

工よりも豪華で繊細な作品

が作れます」と前川さん。

１メートルのアルミのワ

イヤーから手のひらサイズ

のティアラが作れるとい

う。結婚する姉にティアラ

をプレゼントしたいと、教

室に来ていた槇本和佳奈さ

んは「デザインから自分で

考えて作っています。姉が喜んでくれた

らうれしい」と話していた。コンサート

で使う髪飾りを作っていた元タカラジェ

ンヌ、優ひかりさんは「完全オリジナル

なので衣装に合わせて自由に作れるのが

楽しい。軽銀は柔らかいから自分の頭の

形に合わせられるのもいいところ」と話

す。問い合わせは前川さん０９０－１２

２１－３４３２。　　　　（進藤郁美）

教室は毎週火曜１０時半～１２時半。１回１５００円（材料費別・チ
ケット制）。ブローチを作る体験レッスン２０００円（材料費込み）

作って遊ぼ！③　クリオネ金魚
　お金をかけずに楽しめて、遊べる工作

を紹介する。考案したのは、遊びを通し

て地元に貢献するグループ「蛍池・遊び

のプロジェクト」。

＊＊　＊

　ペットボトルを握ると、ペットボトル

中の金魚が沈み、握った手をゆるめる

と、金魚は浮いてくる。ゆらゆらと動く

から「クリオネ金魚」。ペットボトルを

握る力加減で、金魚を真ん中で止めた

り、２匹を縦向きに並べたりする遊びも

できる。

【材料】５００ミリリットルのペットボ

トル、魚形のしょうゆさし、６ミリの六

角ナット、油性マジック

【作り方】１：金魚をつくる

油性マジックでしょうゆさしを好きな色

に塗る。しょうゆさしのキャップをはず

し、重りの六角ナットをねじ込む。

２：金魚に水を入れる

あらかじめボウルなどに水を張り、しょ

うゆさしに水を吸い込ませる。水を入れ

た金魚をボウルに浮かせ、水の量を調整

する（４分３ほどは空気で、尾ひれの部

分が水面から出るぐらいの量の水を入れ

る。２匹の場合は、少しだけ水の量を変

えると、違う動きが楽しめる）。

２：ペットボトル

ペットボトルに８～９割の水を入れる。

金魚を入れて、しっかりとキャップのふ

たを閉める。

【作ってみた】ペットボトルは丸い形が

いいと聞いたので、サイダーのペットボ

トルを使った。水の中に水色のインクを

垂らし、２匹の金魚を浮かべた。強く押

せば早く沈んだ。　　　　（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０６－６８５５－３２９１

「石の道・いけだ」彫刻めぐり㊱　吉田昇さん

五月平にある吉田昇さんの「五月山」。３つの石で
ひとつの作品。写真は真ん中と向かって左側

　池田市・五月山公園の五月平にある吉

田昇さんの作品は、その名も「五月山」

だ。吉田さんは石との出会いを強調す

る。石切り場で割れた状態の玉石を見た

瞬間、緑青の鮮やかな色に魅了された。

「形も出来あがっている。さわれないな

あ」。公開制作の最終日近くまで、石を

眺めていた。

　日本人の美意識を現わそうと考えた。

神社や庭園に見るように、自然に溶け込

む作品にした。石の魅力を損なわないよ

う加工は最低限に。「桜の下で作品に

座って弁当を広げたり、周囲で宴会する

様子を想像している」。　（進藤郁美）

阪大の先生㉚石黒浩さん 人とは何かを知るために
人間に酷似したロボットのアンドロイ

ド、自分とうり二つの姿をした遠隔操作

型ロボットのジェミノイドなどを開発

し、人型ロボット研究では世界の先端を

走り続けるのが、大阪大学基礎工学研究

科システム創成専攻の石黒浩教授だ。

人型ロボットの研究に携わるように

なったきっかけは何なのだろう。「よく

聞かれるんだけど」と前置きし、石黒さ

んは「人とは何か、自分とは何かという

疑問を追求していったら、ロボットを作

る事に行き着いただけ」と語った。その

疑問は、小学５年生ごろに浮かんだもの

だという。「僕はそこから成長していな

い。大学に入って道具はたくさん手に入

れたけど」と続けた。

人間の定義は、時代とともに変遷して

いると話す。「江戸時代あたりまで、障

害者は人として扱われなかった。それが

社会の変化で、今は両手を失った人が義

手をしていても、それは当然人間だと認

識する。足でも同じ。では、どこまで人

工のものが入った時、人はそれを人でな

いものと認識する？　人

間の定義なんて、それく

らいあいまい」という。

逆に言えば、どこまで

人に近付けば、それはロ

ボットではなくなるのだ

ろう。尋ねると「あなた

はどう思いますか？」と

返され、「人とロボット

の差は、自我の有無」と

答えると、「自我って何

ですか？」と聞かれた。

「今、この質問に悩む自

分を自覚していることが

自我でしょうか」と答え

ると、「では、そう答え

るようプログラムを組ん

だら、そのロボットは自

我があると言えますか」

と返ってきた。さらに

「あなたは、自分の姿を

どれだけ説明できます

か」と質問は続く。言い

よどむと、「少なくとも

今の様子は、あなたよりも、あなたと対

面している私の方が的確に説明できま

す。つまり、他人を通して自分を自覚す

るということ。そうした客観的な考え方

は、人特有のもの」と説明した。だから

こそ、自分を知るために、自分に似たロ

ボットを作る意義が生まれるという。

　今、力を注いでいるのがテレノイド

だ。人として認識できる最小限の外観を

備えた遠隔操作型アンドロイドで、電話

やメールでは伝えられない、相手の存在

感を伝える媒体として注目されている。

　石黒さんは、研究したいテーマが次々

にわき出てくるという。「一時期、自殺

を思い浮かべるまで考え詰めたことがあ

る。それを超えた時から、アイデアに

困ったことはない。論文も一時は月に１

本書いていた」と話す。気分転換の方法

は、違うことを考えること。考え続けて

いないと、ストレスになるそうだ。

　禅問答のようでもあった石黒さんのイ

ンタビュー、自分とは何かを考える機会

にもなった。　　　　　　（礒野健一）

石黒さんの後ろにあるのがテレノイド。「少し不気味ですね」と言うと、
「人は知らないもの、判断できないものを不気味と思うから」と話した
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阪急ものしり帳（29）　乗車券あれこれ
　豊中市の吉村和利さん（蛍池・遊びの

プロジェクト会員）は鉄道ファンで、阪

急電鉄の古い乗車券を集めている。

　写真の左下の方は、自身が使っていた

定期券で、移り変わりが分かる。真ん中

の２枚は、昭和５６（１９８１）年のも

の。「梅田」の「田」が独特の文字で、

「口」の中が「十」ではなく「×」に

なっている。阪急には梅田のほか、山

田、吹田など「田」のつく

駅名が複数ある。駅員に定

期券を見せて、改札を通る

際、料金をごまかそうとす

る人が、「山」や「吹」の

文字を指で押さえて梅田の

改札を通ろうとしても、見

抜けるようにしたそうだ。

　写真の右下の方は、阪急

最初の大型長距離高速度電

車と言われた１００系電車

が姿を消す時の記念乗車券

（１９７２年１１月）。１

９２７年から２９年にかけて製造され、

京都線で旧国鉄の特急「つばめ」と並走

する場所が、撮影スポットとなったほど

のスピードを誇った。吉村さんは通学で

乗った。「扉が２つしかなく、客は降り

る時を考えて、扉近くに留まる。昼間で

もラッシュアワーなみで、駅員が乗る客

のお尻を押した。人気はあったが、使い

づらい電車だった」と語る。（梶川伸）

吉村さんが集め、残している阪急の乗車券、定期券の一部

心の花束㉓　マチゴトへありがとう

「たくさんのありがとうを花束に込めて」

「マチゴト」にたくさんの人々とのつ

ながりを生み出してもらいました。最終

号を前に、編集部へ感謝の思いを込めて

花束を作り、持参しました。

季節感を大切にした紙面づくりをされ

ているので、春の花にこだわりました。

つながりを表現しようと考え、チュー

リップやラナンキュラス、スイートピー

など種類豊富な花を盛り込み、コデマリ

で空間をつないでいます。花姿だけでな

く、香りも楽しんでほしいと思います。

【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/

空美ちゃん・空港へ行く⑭大阪飛行援助センター
大阪空港の国土交通省大阪空港事務所

庁舎４階に、大阪飛行援助センター（Ｆ

ＳＣ）がある。航空機の運航に必要な気

象情報や航空情報を提供している。２０

０３年１０月に開設された。運航情報官

が２３人いて、４人が１チームになり２

４時間体制で業務にあたる。

大阪ＦＳＣの運航情報官の仕事は、大

きく分けて運航援助情報業務と対空援助

業務がある。運航援助は、

航空測量や遊覧飛行、新聞

社のヘリ、個人機など、主

に小型航空機の飛行計画を

受け付け、審査する。航空

機が目的地に到着するまで

を監視する。飛行計画に記

載されている到着予定時刻

から３０分（ジェット機は

１５分）を超えた場合、捜

索救難にあたることになっ

ている。先任運航情報官の

三浦弘規さんは「年間約１

１万件の飛行計画を審査する。捜索救難

はこの１年間、捜索まで至ったことはな

い」と説明する。

　対空援助は、近畿・中国地方を飛行中

の航空機からのリクエストに応えて、必

要な情報を提供する。石見、隠岐（いず

れも島根県）、但馬（兵庫県）の各空港

の航空機には無線で離着陸に必要な情報

を提供している。　　　　（進藤郁美）

運航情報官は飛行中のパイロットに気象情報などを無線で提供する＝大
阪ＦＳＣで

豊中・池田の文化財⑤　佐竹本三十六歌仙切
　三十六歌仙絵とは、藤原公任によって

撰ばれた３６人の優れた歌人の像を描

き、その略伝と詠歌を書き添えたもので

す。中でも現存する歌仙絵中最も成立が

古く、優れた作品とされているのが、こ

の「佐竹本三十六歌仙絵」です。１９１

９（大正８）年、当時あまりにも値段が

高くなり、１人では購入できる人がいな

かったため、巻物状態になっていたもの

を分断し、一歌仙ごとに軸

装して分蔵することとしま

した。文化財保護法のある

現在ではとても考えられな

い話ですが、当時も様々な

論議を巻き起こしました。

　分断された佐竹本は、く

じ引きで購入者を決めまし

たが、やはり人気が高かっ

たのは斎宮女御など姫の絵

です。当時の逸翁はくじ引

きに参加できるほどの大茶

人ではなく、手に入れたの

はずっと後のことでしたが、それでも歌

仙切を手に入れることは十分に茶人とし

てステータスが高かったため、手に入れ

た際の喜びはひとしおだったことでしょ

う。後に親友の松永耳庵が佐竹本を手に

入れた際、「これで耳庵もいっぱしの茶

人になった」という言葉を残しているこ

とからもわかりますね。（逸翁美術館学

芸員・宮井肖佳）

重要文化財「佐竹本三十六歌仙切　藤原高光」紙本着色　伝藤原信実画
　伝後京極良経詞書　鎌倉時代

妻と歩いた滝１００選　精密画描く平井四郎さん
　池田市上池田に住む平井四郎さんが、

絵を描くようになったのは１４年ほど

前、孫が幼稚園に通っていた時だ。「童

話や昔話の紙芝居を自作して持って行っ

たら、孫やその友だちが喜んでくれた。

うれしくなって、たくさん描いた」と話

す。

　絵を描く楽しさを知った平井さんが選

んだモチーフは滝だった。日本の滝百選

を妻の悦子さんを伴って歩き、すべてを

絵にした。「山道を歩きながら、だんだ

んと音が近付いてくる雰囲気が好き。見

ていると吸い込まれそうになる」と魅力

を語る。１番好きな滝は徳島県海陽町に

ある「轟（とどろき）九十九滝」とい

う。滝百選の絵は、悦子さんが装丁した

バインダーに入れている。「世界に１つ

しかない画集だよ」と、大切にしまって

いる。

　ほかにも世界遺産の精緻な鉛筆画や、

仏画、中国風の花鳥絵なども描く。「１

度始めたら数時間は飯も食わず没頭す

る」と話す平井さんに、悦子さんは「そ

の間、私は横で編み物でもしてます」と

笑った。金婚式を迎えた夫婦の息は、今

も変わらず合っている。　（礒野健一）

最近の作を手にする平井四郎さん（右）と悦子さ
ん。作品展が４月１日～３０日に池田栄本町郵便局

石蔵文信教授が健康フォーラム　人力発電も紹介
石蔵文信・大阪樟蔭女子大学教授を講

師に迎え、夫婦間のやり取りから更年期

障害について考える、マチゴト地域健康

フォーラムが３月２日、豊中市の男女共

同参画推進センター・すてっぷホールで

開催された。

石蔵さんはユーモアを交えながら、夫

が妻の更年期障害の症状を悪化させる要

因になっていることを指摘。そうならな

いためには、定年退職後の夫の自立が必

要と、男の料理教室や、祖父による孫の

育児「育じい」を提案した。参加者は熱

心にメモを取るなどしていた。

また、講演の終盤には石蔵さんが省エ

ネ意識の向上と地域活性化、定年男性の

活用などを目的とする「日本原始力発電

所協会」の活動も紹介。人力発電による

スマートフォンの充電などを訴え、参加

者の関心を集めた。３月２９日に開催さ

れる「おかまち桜バル」では、そのデモ

ンストレーションも行われる（１０面に

関連記事）。

　　　　　　　　　　　　（礒野健一）

すてっぷホールで講演する石蔵さん

豊中市長選挙を前に公開討論会　４月１０日開催
任期満了に伴う豊中市長選挙が４月２

０日に行われる。豊中青年会議所は４月

１０日、市長選挙を前に公開討論会「大

丈夫でっか？豊中」を開く。立候補予定

者に本音で政策を語ってもらうことで、

市民に投票への参考にしてもらうことを

目的としている。立候補予定者が１人の

場合は中止となる。

豊中市長選挙は４月１３日に告示され

る。３月７日現在、現職で２期目の浅利

敬一郎さんだけが立候補を表明してい

る。

日時：４月１０日（木）１９時～２１時

（受付開始１８時～）

場所：豊中市玉井町１－１－１－５Ｆ、

すてっぷホール（豊中男女共同参画推進

センターすてっぷ５階）

参加費：無料（途中の入退室は不可）

定員：１５５名（先着順）

問い合わせ：豊中青年会議所事務局（０

６－６８５５－５３５３）

　　　　　　　　　　　 （早川方子）
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豊中運動場１００年⑪　実業団野球に熱烈応援
豊中運動場が社会人野球の拠点として

存在感を高めるきっかけになったのが、

美津濃運動具店主催の第２回大阪実業団

野球大会だった。全国初の社会人野球の

大会だった。会場の確保に四苦八苦して

いた。それだけに、日本１のグラウンド

で大会が開けるとあって社会人野球の人

気に弾みをつけた。

ただ、開場した１９１３（大正２）年

当時の豊中運動場は、一般人にとって便

利な会場とは言い難かった。大阪市内か

らの唯一の交通機関は開通して間もない

箕面有馬電気軌道だった。それ以外は道

路幅が４～５メートルで舗装されていな

い能勢街道を人力車で北上するしかな

かった。

加えて豊中停留場（現豊中駅）が正式

開業する１０月までは、岡町停留場から

３０分以上歩かなければならなかった。

豊中停留場は大きな大会が開かれるとき

だけの仮営業だったためで、選手たちは

「何で電車を停めてくれんのや」と言い

ながら、用具を手に歩いた。

とは言え、豊中運動場はやはり魅力あ

ふれるグラウンドだった。第２回大阪実

業団野球大会の準決勝と決勝が行われた

１０月１２日には、出場チームの社員や

職員、家族が大勢応援に詰め掛けた。ま

た、中等学校野球や大学野球で有名に

なった選手が今度は実業団の選手として

出場するとあって、ひいきの選手目当て

のファンも駆けつけた。

　ベスト４に勝ち進んだのは、大日本人

造肥料、大阪税関、中嶋商店、百三十銀

行の４チーム。当時の大阪の社会人野球

のビッグ３は、大日本人造肥料、大阪税

関、津田商店だったと言われており、そ

の中の２チームが勝ち上がっていた。

　準決勝のプレーボールは午前９時。

　強豪同士の対戦となった第１試合は大

日本人造肥料が圧勝。第２試合は中嶋商

店が結成間もない百三十銀行を破った。

　決勝は両チームともに主戦投手の疲労

が激しく派手な打撃戦になる。中嶋商店

が競り勝ち、豊中運動場での社会人野球

チーム初の優勝を飾った。　（松本泉）

◇第２回大阪実業団野球大会結果

▽準決勝

大日本人造肥料　２０―５　　大阪税関

中嶋商店　　　　７―４　　百三十銀行

▽決勝

中嶋商店　１４―１１　大日本人造肥料

大正初期の実業団野球の光景。外野席も観客で埋まった＝場所は不明 

わが子に伝えたい食卓㉓　節目のお赤飯
　春は卒業、進学、就職など、門出の季

節。お赤飯の登場です。思えば、私の母

も「いらないよ」と言うのにも関わら

ず、合格祝いや入学＆卒業祝い、結婚後

は子どもを授かり、戌（いぬ）の日参り

をするときなど、いつも節目にはお赤飯

を炊いてくれました。「形だけでも…

…」と、謙遜（けんそん）する母心に、

私も子ども達にたくさんの“おふくろの

味”を伝えていきたいなと、今は身が引

き締まります。

　本来はもち米を使い、蒸すのがお赤飯

なのですが、まだ子どもが小さいので消

化のことを考え、うるち米と合わせてい

ます。１／２合の小豆をごく弱火で炊

き、何度かゆでこぼし、アクを抜きなが

ら、柔らかく煮ます。もち米１合、うる

ち米２合にゆでた小豆と塩ひとつまみ、

ゆで汁を３合の目盛りまで加え、通常通

り炊飯。主人や子どもの誕生日には、私

が作るこのお赤飯が健やかな心の栄養に

なりますようにと願いを込めて。我が家

の食育は、まだまだ続きます。

【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。２児の母。化

学調味料を使わない家庭料理が得意

小豆をゆでこぼすとは、ゆらゆらとした火加減で数
分炊き、水にさらし、またゆでるのを繰り返すこと

83.7MHz ＦＭ千里の声㊶向井利佳子さん
連載の最終回はＦＭ千里の向井利佳子

局長に話を聞いた。今は編成業務を中心

にしているが、もともとは向井さんも声

を使う仕事をしていた。「ＯＬ時代に職

場がテレビ取材されることがあって、上

司から『お前、声がいいから出ろ』と言

われて。それで、この業界も面白いかな

と飛び込みました」という。フリーアナ

ウンサーやヒーローショーのお姉さんを

やっていたが、ＦＭ千里の

立ち上げの際に声がかかっ

た。「ノウハウも何もない

状態から、ほぼ１人で放送

免許を取って、形にしてい

きました。あのころは、ホ

ンマに死ぬ思いでしたね」

と振り返る。

そうして生まれたＦＭ千

里も、開局７周年を迎え

る。「聞いたことがあるで

終わらず、出たことがある

という身近さが、コミュニ

ティＦＭ局。人と人をつなげる、コミュ

ニティの核となるようがんばりたい」

と、力強く話す。「マチゴトさんとは、

同じ地域密着メディアとして、もっと

色々やりたかったなあ」と、本当に残念

そうに言ってくれた。（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

向井さん（右端）と、ＦＭ千里のスタッフの皆さん。ここから地域に密
着した情報を発信している
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身近な法律相談⑰　反則切符を無視したら？
　駐車違反やスピード違反、信号無視や

運転中の携帯電話の使用など、道路交通

法で反則行為と定められていること、い

わゆる交通違反を犯すと、反則金を科せ

られることがあります。もしも反則金を

払わずに、放っておいたらどうなるので

しょうか。

　「反則金」は軽く考えられがちです

が、実はそうではありません。交通違反

は、本来は刑事手続を経て

刑罰を受けるべき行為です

が、「反則金を支払った者

については、刑事事件とし

て処理しない」というルー

ルにすることで、罰金刑な

どの前科もつかず、簡易迅

速な処理にしているので

す。ですから、違反者が反

則金を払わない場合には、

原則に戻って刑事事件とし

て処理されることになりま

す。つまり、通常の刑事手

続に基づいて逮捕･勾留されたり、裁判

を受ける可能性もあるということです。

そして罰金刑等の有罪判決が言い渡され

ると、前科がつくことになるのです。

　今年２月１日、「埼玉県警が反則金滞

納で３５人を逮捕」と発表がありまし

た。反則金を滞納していると、逮捕され

ることもあるので注意しましょう。【千

里中央法律事務所　相間佐基子弁護士】

【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

ハーブで暮らしを楽しむ㊲
先日、テレビで認知症予防や改善に精

油を活用する話が紹介されました。日中

にはローズマリー＆レモン、夜はラベン

ダー＆オレンジの香りがいいというも

の。この放映の後、精油が軒並み売れて

いるそうです。アロマテラピーの基礎を

ご存知ない方が、これらの精油を認知症

に良いというだけで使うのは心配です。

①精油は非常に濃縮されたものです。直

接肌には使えません。②こ

れらの香りを嗅いで気分を

悪くしても使い続けること

はＮＧです。③精油は雑貨

屋でも手に入りますが、全

てが安心して使える品質で

はありません。必ず専門店

で買ってください。④ロー

ズマリーは血圧を上昇させ

る精油でもあるので、高血

圧には向きません。安全と

安心の上で使ってこそ、予

防や改善につながります。

情報に流されることなく、情報をうまく

利用していただけたらなと思います。

　このコラムも今回で終了ですが、皆様

のこれからの生活にハーブやアロマが生

かされていくといいなと思います。３年

間ありがとうございました。

【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

ローズマリーは同じ名前でも成分が随分異なるものがあります。適した
ものを専門家に選んでいただいてくださいね

池田の行きつけ⑫　大勝
　池田市の新町商店街、午後８時を回る

と鉄板に火が入り、お好み焼きの香りを

漂わせる古い店がある。前池田市長、倉

田薫さんの行きつけ「大勝」だ。

　付き合いは約３５年前、倉田さんが市

議会議員だったころからだ。「味はとも

かく、マスターの人となりがよくてね」

と倉田さん。最近、大病を患って１カ月

半の入院生活から復帰したばかりのマス

ター、中江文昭さんとは、

まるで夫婦漫才のような、

丁々発止のやり取りを見せ

る。「市長になる前も、

なった後も、辞めた後も、

まったく変わらない。マス

ターだけでなく、ここでで

きた友だちは、みんなそう

なる」と、ビールジョッキ

を傾ける。「料理がおいし

すぎたら、そっちが主役に

なる。ここは話をするのに

ちょうどいい」と、マス

ターと一緒に笑った。

　店の看板メニュー「薫風焼き」は、ハ

ンバーグ好きな倉田さんにちなんだもの

で、お好み焼きの生地にミンチ肉と玉ネ

ギを混ぜて焼き上げる。「ミンチ肉だか

ら、箸だけでも分けやすい」と、それを

うまそうにほお張った。　（礒野健一）

【大勝】池田市新町1-6▽072-751-7024

▽20時～24時ごろ▽土日定休

「市長になる直前に９時間飲み明かした」と思い出を語る中江さん（
左）を、「男２人、人生で１番暗い夜だった」と倉田さんが茶化した

池田大好き！　郷土歴史家の中岡嘉弘さん
以前マチゴトで連載していた漫画「と

よいけ劇場」の監修をお願いしていたの

が、中岡嘉弘さんだ。池田にまつわる歴

史や伝説を調べる郷土歴史家で、本も何

冊も著している。池田の夏を彩るがんが

ら火祭りでは、地元ケーブルテレビの中

継放送で、長年解説も務めた。

２０１１年７月、がんがら火祭りの巨

大たいまつ作りを取材した際に、その作

業所で出会ったのが最初だ。話してみる

ととても気さくで、何にでも興味を示す

バイタリティーあふれた人で、すぐに親

しくなった。８０歳を超えてツイッター

やフェイスブックを使いこなし、ブログ

に記事を投稿している。興

味がわけば、どこにでも足

を伸ばす。「この前、大阪

・日本橋でメイド喫茶に

行ってきたよ」と笑顔で語

る中岡さんを見た時は、こ

んな８０歳になりたいと心

底思った。

気になった新聞記事を切

り抜いたスクラップ帳「な

んやかんや」は、すぐに１

冊が埋まる。政治、外交、

スポーツ、芸能。多岐に渡

る興味の対象に、自分の感想、疑問もメ

モしている。「若い人と話すのは本当に

楽しい。同じ目線でいろんな話題を語り

合うのがいい。僕が知らないことを、た

くさん教えてほしい」と愛嬌（きょう）

のある笑顔を向ける。

　そんな中岡さんが小説の構想を練って

いる。「がんがら火祭りを始めた男たち

の物語。３７０年の歴史ある祭りも、最

初は今でいう地域活性化の起爆剤とし

て、当時の若手町人が始めたもの。今に

も通じる話で面白い。まだ資料を集めて

いる段階だけど、死ぬまでには書ききり

たいね」と、力強く話す。（礒野健一）

中岡さんのブログ「北摂池田の郷土研究」（ht t p : / / o s a k a -
ikeda.blogspot.jp）は郷土史だけでなく、幅広い話題を取り上げる

池田落語うぃーく　テーマに沿った一流の話芸
落語の街・池田が、さらに濃く面白く

落語色に染まる一週間がやってくる。４

月２１日から２７日まで開催される「池

田落語うぃーく」と「いけだ春団治まつ

り」だ。

落語うぃーくは、落語や落語にまつわ

る話を、日替わりのテーマに沿って披露

していく。２１日は「東西交流で」と題

して、上方落語と江戸落語が対決する。

２２日は「浪曲ばなし」、２３日は「絵

ばなし」、２４日は「復活ばなし」、２

５日は「米朝ばなし」として、桂米朝の

直弟子に加え、米朝アンドロイドも登

場。本人と見まがう話芸を見せる。２

６、２７日は「春団治まつり」として、

桂春團治さんが両日とも高座に立ち、熟

練の芸を披露する。

　チケットはいずれの日も前売り３００

０円。７公演分の通しチケットは１３０

００円。全公演を聴いた人には“完聴”

記念として「イチジク賞」が贈呈され

る。問い合わせは池田市民文化会館０７

２－７６１－８８１１。　（礒野健一）

昨年、落語の寄席文字をテーマにした会の様子。芸
の裏方さんの話も興味深い

自然で遊ぼう㉘　もっともっと自然で遊ぼう
　自然の中にすべての学問があると、私

は思っています。科学者は宇宙について

論じる一方で、素粒子などの小さな世界

にも目を向けています。その大きなもの

と小さなものの間にあるのが私たちの世

界。きっとすべてが同じ法則の元に作ら

れている気がします。

　エジソンが作った白熱電球の光る部分

「フィラメント」は、京都の竹からでき

ていました。マジックテー

プのアイデアはくっつきむ

しから。新幹線の形も動物

からもらっています。

　自然は学びの対象である

とともに、私たちの暮らし

をより便利にしてくれるア

イデアの宝庫。だからこ

そ、子どもたちは自然の中

で自由に遊ぶことが必要で

す。山を歩くとき、次の一

歩、そのまた先の一歩をど

う進むかを常に考え体に指

令を出す。それだけでも子どもは、アス

ファルトを歩くときの何倍も考え、学ん

でいきます。子どもたちを森に連れ出し

て下さい。そしてただ、子どもたちのお

もむくままに遊ばせてください。止めて

はいけません。大人の価値観はそこには

必要ないからです。自然の中で育ってい

く子どもの成長を喜んでください。今ま

でご愛読ありがとうございました。

【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。写真は五月山の緑楓台の石にたまった水で遊ぶ子ども
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編集長のズボラ料理（50）　 モズクうどん
　僕は四国で２度勤務したことがある。

友だちもできて、大阪にやって来ると、

一緒に酒を飲む。

　現役記者のころ、愛媛県宇和島市の友

人から電話があった。「梅田着６時のバ

スで行くから、飲もか」

　大変だあ。夜行バスに乗って午前６時

なんて。会社の宿直室に泊まり、迎えに

行った。そんな時間に、居酒屋がやって

いるはずがない。コンビニで缶ビールと

つまみを買い、会社で飲んだ。別れ際

に、一言「また、来るわ」。

　もう、来んでええ。と思ったが、よく

宇和島のジャコ天をもらうから、その言

葉を飲み込んで、「またな」と言ってし

まい、ひと眠りしてから仕事をした。

　高知県東洋町の友人は、物静かな酒飲

みである。大阪市・南田辺の「スタンド

アサヒ」のような、昭和情緒漂う居酒屋

のカウンターでチビチビとやる。

　無口な男で、「よう」で始まり、黙々

と酒を飲む。会話がないから、全く盛り

上がらない。面白くも何ともない。最後

は「じゃあ」と言って、店を出て行く。

「じゃあ、何なの？」とは思うが、僕も

「じゃあ」と返す。歩き遍路をしている

時、彼の家に泊めてもらったことがある

から、負い目もあるし。

　高松市の友人がやってきた。午後１時

過ぎだったが、「酒を飲む」という。大

阪・梅田の九州・沖縄料理の居酒屋「き

ばいやんせ～」に案内した。僕は海ブド

ウやモズクが好きで、それをあてにしよ

うと目論んだ。注文すると、昼は定食中

心で、ほかのメニューは時間がかかると

いう。やむをえず、海ブドウとマグロの

刺し身が乗った丼を頼んだ。海ブドウだ

けをつまんで、酒を飲んだ。

　昼の営業時間が終わったが、丼のご飯

はほとんど残った。友人は「もの足りな

い」と言う。「モズクも食べたかった」

とも。そんなことは知るか。ご飯でも食

べとけ。こんな時間に来る方が悪い。と

は思うが、飲み友だちとしてはグッと抑

え、「またな」と言って別れた。

　そこでモズク。５つ入りの即席うどん

を買い、１つ残っていたので、それを

使った。モズクはザルに入れ、三杯酢を

落とす。うどんを作って、上に乗せる。

素うどんに飽きてきていたので、時間も

わきまえない酒飲みではあるが、今回は

ヒントをくれたから許す。　（梶川伸）

モズクはざるで酢を落とすが、その度合いで好みの酢っぱさに

北摂麺大使㉙　豊中市・天兎
　曽根駅前に２０１３年１１月、うどん

屋がオープンした。跳ねるウサギのマー

クが目印の「天兎（てんと）」だ。

　店主は、もともと同じ場所で写真店を

していた嶋田浩士さん。「そっちでは商

売が難しくなり、どうしようかと考えて

いた時、うどんは毎日食べたいくらい好

きだなと思い、一念発起しました」と話

す。うどん学校に通い、妻の美佳さんと

協力して店を開いた。店名の由来は、夫

婦ともに干支（えと）がウサギだから。

さらに、「うどん屋と言えば天ぷらなの

で、それがおいしい店にもなりたい」と

いう思いも込めた。「今後は野菜の天ぷ

らも充実させたい。看板メニューの『天

兎ぶっかけ』も、肉うどんの肉を入れる

など、もっと豪華にしていきます」と意

欲を見せる。

　今は仕込みが忙しく、昼間の営業だけ

だが、いずれは夜も開きたいと話す。

「厨房の奥からチラッとのぞいた時に、

お客さんが笑顔で食べているのが見える

と、たまらなくうれしいですね」とはに

かんだ。　　　　　　　　（礒野健一）

【天兎】豊中市曽根東町3-2-1▽06-

4866-5770▽11時～14時半▽月曜定休

奥で麺（めん）を湯がく嶋田浩士さん。天ぷらなど
トッピングは美佳さんが担当する

つまみ食い㉕　カフェマグ
阪急池田駅から国道を南へ行くと、

「カフェマグ」がある。地元の人は赤い

店、パンケーキの店と呼んでいる。安本

しのぶさんが１２年ほど前に開いた。

オープン当初から人気のパンケーキは約

２０種類あり、そのボリュームに驚く。

「１枚８０グラムのパンケーキが２枚で

１人前。研究を重ねて作り上げた自慢の

生クリームをたっぷりつけて食べてほし

い」と安本さん。

「甘いものを食べると、

幸せになりますよね。自分

が納得して出したものを食

べて、幸せを感じてもらえ

たらこんなにうれしいこと

はない」と毎日、ひたすら

焼き続けている。シフォン

ケーキなどの手作りケーキ

やマドレーヌ、クッキーの

ほか、日替わりのワンプ

レートランチもある。　　

　　　　　（進藤郁美）

思いつきでつくるというクッキーは１２種類ほど。
６個入りの詰め合わせ１６０円

【カフェマグ】池田市城南２－２－１▽１１時半～１８時▽日曜、祝日
定休▽０７２－７５３－３８１５

“発酵”続けるヘルシー料理　ジョイズカフェ
蛍池駅前にある「ジョイズカフェ」

は、いつも笑顔があふれている。人の喜

ぶ顔が見たくて店を開いたと、店長の伊

藤よしみさんは話す。「お客さんがお母

さんのように見守ってくれる。私もお客

さんに相談し、助けてもらいながら日々

必死に続けてきました。店も私もちょっ

とずつ成長できた」と語る。

伊藤さんが店を始めて約１０年。カウ

ンターには発酵途中のフルーツのシロッ

プ漬けが入ったボトルが並び、テーブル

には酵素の本が置いてある。酵素やミネ

ラル、野菜を多く使ったヘルシー料理の

店として知られるようになった。最初か

らそうだったわけではない。「たまたま

お客さんや友人からの教えの寄せ集め。

より健康にというように変化していった

結果。みんなで協力しあう店になってい

ます」と、話すたびに笑顔を見せる。

黒米、黒豆、キビ、赤米、緑米など伊

藤さんがブレンドした２３穀米が店の顔

だという。ランチは２３穀米に魚か肉の

メーン、小鉢３品、サラダ、麦みそ汁が

セットになったヘルシー雑穀ランチは１

０００円。手作り酵素をたっぷり使った

「酵素ジュース・ミネラルランチ」（１

５００円）もある。「果物や生野菜を最

初に食べ、最後に肉や魚などの動物性た

んぱく質を」。食べる順番も教えてくれ

る。日替わり酵素果実スムージー（５５

０円）も人気で、この日は酵素シロップ

に漬け込んだパイナップル、デラウェ

ア、リンゴ、ナシ、ミニトマトのスムー

ジーだった。飲んでいる間も発酵を続

け、シェイクのようになった。

　スタッフの竹内由美子さんが開く「自

家製生酵素ジュース教室」（１回３５０

０円）は３月１６日、２３日に開催予

定。作り方を教わり、１リットルの発酵

ジュースを持ち帰れる。

　　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

ローソンローソン
北おおさか信用金庫北おおさか信用金庫

郵便局郵便局

蛍池温泉 蛍池温泉 

阪
急
宝
塚
線

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル
蛍池駅 Ｎ

176

至梅田至梅田
蛍池
図書館
蛍池
図書館

りそな銀行りそな銀行

至池田至池田 阪急オアシス 阪急オアシス 

武岡ビル武岡ビル
ジョイズカフェジョイズカフェ

阪急蛍池駅、大阪モノレール蛍池駅下車すぐ

【ジョイズカフェ】豊中市蛍池東町２―１―３、武岡ビル１階▽１１時半～１９時▽日曜、月曜定休▽０６－
６８４８－４０００▽http://www.joyscafe.net/▽伊藤よしみさん（写真左）と竹内由美子さん
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地域情報サイト「まいぷれ豊中版」開設
　豊中市のイベントや市民活動、お店紹

介などをまとめた地域情報サイト「まい

ぷれ豊中版」が開設された。

　まいぷれは、千葉県船橋市で２０００

年に誕生し、全国１６６のエリアで展開

している。ＭＹ　ＰＬＡＣＥ、ＭＹ　Ｐ

ＬＥＡＳＵＲＥの略で、「ちょっとがん

ばれば自転車でまわれちゃう、そんな小

さな町の情報を届けます」がキャッチコ

ピーになっている。

　豊中版は、豊中市の特定

非営利活動法人ＺＵＴＴＯ

が運営。誰でも無料アカウ

ントを作って、情報発信や

交流の場として利用できる

サイトを目指す。イカ専門

店や、ダチョウの刺し身が

食べられる店のほか、おか

まち桜バル（３月２９日開

催）のイベント案内、通勤

コースを途中下車して飲み

歩いたレポートなどが掲載

されている。

　豊中版編集部の井上美音子さんは「私

自身が豊中市に住みながら地域のことを

知らなかったので、この街で暮らす人や

働く人に地域に目を向け、楽しんでもら

えるツールとして活用してほしい。ネッ

トとリアルの境界を越え、人々をつない

でいくことで、豊中市全体を活性化して

いきたい」と話す。　　　（進藤郁美）

「まいぷれ豊中版」http://toyonaka.mypl.net/

細河みどりの郷が貸し農園、利用者を募集
　池田市細河地区のＮＰＯ法人みどりの

郷が２０１４年５月１日から、吉田町の

農地で貸し農園「市民農園」を始める。

４月末まで利用者を募集中で、メンバー

は「農作物を通じて、土と触れる喜び

や、安全で安心して食べられる野菜を自

分の手で育てませんか。多くの人に地域

住民と交流しながら農業に親しんでほし

い」と呼び掛けている。

　貸し農園は計約４００平方メートル

で、みどりの郷が耕運、うね立てなどを

して整備する。１区画４０平方メートル

（３うね分）を１年間１万５０００円で

貸す。農業指導者の免許を持ったメン

バーが、農薬の使い方、種のまき方、苗

の植え方、添え木の挿し方など、栽培方

法を丁寧に教える。

　期間は２０１４年５月～２０１５年４

月。申し込みはグループでも個人でも可

（審査あり）。申し込み、問い合わせは

みどりの郷事務所０７２－７５４－５７

１１（火曜日を除く午前９時～午後４時

半）へ。　　　　　　　　（進藤郁美）

吉田町の市民農園は池田駅から阪急バス吉田橋下車
すぐ

外で遊びたい子、瀬川北公園に集まれ
池田市と箕面市の境界にある瀬川北公

園で、外遊びを自由にできる集まりが毎

月第２土曜、日曜に開かれている。主催

は「みのお子どもの遊びを考える会」

で、２０年前から活動を開始した。代表

の児玉高志さんは「今は子どもたちが安

全に、力いっぱい遊べる場所が少ない。

ここは神社の裏山で自然も多く、冒険心

を満たしながら遊べる場所」と話す。

公園の広場には、手作り

の縄ブランコや卓球台など

を設置しているほか、木工

教室なども開いている。ま

た、市の許可を得て、バー

ベキューやぜんざい作りも

する。児玉さんは、「子ど

もたちは、どうすれば１番

面白くなるかを常に考えて

いる。相手ともめたらつま

らなくなるので、話し合い

をして調整する力も自然と

生まれるし、ギリギリでけ

がをしないラインも見極めていく。大人

はベンチで本でも読みながら、たまに声

をかけるだけ」と、子どもたちの冒険と

成長を優しく見守っている。ここで遊ん

でいた子どもが母親となり、２世代で楽

しんでいる参加者もいる。

　問い合わせは児玉さん０７２－７２４

－９０８６。次回は４月１２、１３日。

参加無料。　　　　　　　（礒野健一）

バーベキューの材料は参加者が持ち寄る。「大勢になれば、それだけ豪
華になります」

豊中の特優賃住宅、お得な１８の物件を用意
「一般財団法人　豊中市住宅協会」は

市内に１８の特定優良賃貸住宅(特優賃)

を管理している。特優賃とは、収入が一

定の範囲の世帯を対象とした家賃補助付

きの住宅のことで、礼金や仲介手数料は

不要。また、他公社の特優賃にはない独

自のサービスを行っている。

協会の主査、道木泰永さんは「新婚や

子育て世帯への５万円キャッシュバック

も独自のものです」と話す。６月３０日

までの「新生活応援キャンペーン」のこ

とだ。期間中、申し込み時点で新婚１年

以内の夫婦や、小学校卒業前の子どもを

扶養している世帯が対象となる。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。道木さんは「分譲住宅にも

引けを取らない物件がたくさんあります

よ」と内覧を勧める。

柴原駅から徒歩４分、豊中市刀根山元

町にある３ＬＤＫの部屋は、家賃１２万

５６００円だが、新生活応援キャンペー

ンの補助金がつくと７万６１００円にな

る（世帯構成や所得で変わる）。また、

豊中駅から徒歩１６分、栗ヶ丘町にある

システムキッチン付きの３ＬＤＫは、１

２万１３００円の家賃が世帯構成などに

かかわらず一律８万円になる。敷金も以

前は約３６万円だったが、今回から１０

万円になるので今がチャンスだという。

　協会の管理係長、村田展隆さんは「特

優賃の特徴は、住民の生活サイクルや世

帯構成が似ていること。約７０％が新婚

や子育て世帯のため、近所付き合いがし

やすいと言われています」と話す。

　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)

栗ヶ丘のヴィラ・マロンヒルズ(左)▽刀根山元町の
パルテール刀根山の外観(右上)と室内(右下)

特優賃住宅について相談する道木さん（左）。現在婚活中の道木さん「結婚相手がいたら特優賃に申し込める
んですけど」
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風船バレーボール　健常者も障がい者も楽しむ
ゴム風船を使った「風船バレーボー

ル」のチームが豊中市にある。チーム名

を「マチカネワニ」といい、車椅子利用

者と健常者の２３人が所属し、豊中市立

障害福祉センターひまわり（豊中市稲津

町１）で毎週土曜日に練習をしている。

風船バレーボールはバレーボールに似

た球技で、バドミントンのコートを使

い、直径４０センチのゴム風船を地面に

落ちないよう手や腕で打ち

上げる。１チーム６人で、

ルールはバレーボールに似

ているが、チーム全員が１

度はボールに触れないと相

手のコートにボールを返せ

ないなど、独自のルールが

ある。年齢や障がいの程度

にかかわらず気楽に参加で

きるので、リハビリテー

ションなどに用いられるこ

ともあるという。目の不自

由な人が参加する時は、鈴

が入った風船を使う。

　マチカネワニの代表、上治正和さんは

「障がいのある人もない人も一緒に汗を

流すことができるスポーツです。いろん

な人に参加してほしい」と話す。風船バ

レーボールは、北摂大会や大阪大会、関

西大会など、全国で競技会が開かれてお

り、マチカネワニも参加している。

　　　　　　　　　　　　（早川方子）

ボールを次の人が触れやすいよう、打ち上げるのも練習が必要

おかまち桜バル　２９日に商店街のおもてなし
　豊中市の岡町駅周辺の８０店舗が参加

する「おかまち桜バル」が、３月２９日

に開催される。飲食店によるドリンクや

フードの提供だけでなく、商店街のさま

ざまな店舗による、自慢の商品やサービ

スを、お祭り気分で気軽に楽しむことが

できる。

　当日は恒例の「さくらまつり」も桜塚

公園で開かれ、原田神社境内との２つの

ステージで、豊中市内の高

校生が作った岡町のイメー

ジソングの発表など、音楽

ライブも行われる。また、

午後２時半からは桂吉朝一

門による「おかまち・さく

ら落語」も開催。桜塚

ショッピングセンター２階

の特設会場では、「おかま

ちレールロード」として鉄

道模型無料運転会も開かれ

る。４面で紹介している石

蔵文信・大阪樟蔭女子大学

教授が提唱する「日本原始力発電所協

会」のデモンストレーションとして、人

力発電によるスマートフォンの充電体験

も予定されている。

　チケットは１０枚つづり３０００円

で、参加店舗で販売中。チケットの使用

枚数は、商品によって違う。問い合わせ

は岡町商店街事務所０６－６８４１－４

１６３。　　　　　　　　（礒野健一）

参加店舗の洋菓子店「ボン・シンタニ」の新谷郁子さん。「バルをきっ
かけに、色んな人と話をしたい」

４月１２日とよなか国際音楽祭　世界の魅力を
　もっと気軽に楽しく外国の文化を知っ

てもらおうと、第３回とよなか国際音楽

祭が４月１２日に豊中市立ローズ文化

ホール（野田町）で開催される。

　ステージでは、中国琵琶、スペインの

フラメンコ、パラグアイハープのアル

パ、ケーナなど南米民族楽器のプロ

ミュージシャンが、それらの楽器で日本

のメロディーを奏でる。また、展示ロ

ビーでは各国の世界遺産や

民族料理のパネル紹介、民

芸品やインカコーラ、トウ

モロコシジュースの販売

や、民族衣装の試着なども

体験できる。

　音楽祭を主催し、自らも

出演するアマウタぶんか倶

楽部のフレディ・フローレ

スさんは、「豊中にはたく

さんの外国出身者や、外国

から帰国した人がいる。互

いの文化を知ることで、世

界を身近に感じてもらい、国際的に活躍

する人がたくさん出てくれたらうれし

い」と語る。

　当日はロビーでの展示が午後４時半か

ら行われ、ステージは６時５０分に開演

する。入場料は１８００円。問い合わせ

はアマウタぶんか倶楽部０６－６３０５

－７８３７。

　　　　　　　　　　　　（礒野健一）

昨年の音楽祭の様子。世界の音楽が融合したステージが魅力だ






