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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
生するコミュニケーション・サービス。携帯電話、
iPhone、iPad、パソコンなどから参加できます。

マチゴト 豊中・池田公式twitterアカウント
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

と宣伝する熱の入れようだ。和菓子

店「香月（こうげつ）」の山脇裕彦

さんは「本当に楽しみでワクワクし

ている。色々な相乗効果で盛り上

がってくれれば」と話した。

　「大衆演劇の全盛期は街ごとに演

劇場があった。そんな地域密着の劇

場を作りたい」という山﨑さんの思

いは、しっかりと受け止められた。

＝２面に関連記事　　　（礒野健一）

か
つて池田のシンボル的存在

で、１９６９年に閉館した大

衆演劇場、呉服座が、４１年ぶりに

復活する。

　通称「くれはざ」を正式名称の「ご

ふくざ」と改め、私費を投じて復活

という山﨑さんに、池田市が協力。

呉服座の前オーナーや、以前の建物

を移設展示する博物館明治村（愛知

県犬山市）と話をまとめ、名称の使

用許可を取り付けた。

　周りの人たちも、呉服座復活を歓

迎している。インテリア用品を扱う

河村商店の河村真理子さんは、大の

大衆演劇ファン。「泣いたり笑った

り、本当に楽しい時間が過ごせる」

させたのは、川西市在住でかつての

呉服座に足繁く通った山﨑照久さん

（６３）。アマチュアの大衆劇団を主

宰する山﨑さんは自ら劇場を作りた

いと考え、数年前から場所を探して

いた。２０１０年５月、池田中央シ

ネマの閉館という話が舞い込み、跡

地を借りる交渉を進めた。

　劇場名は「一定の年齢以上の方に

は、呉服座の名は思い入れがある」

池田呉服座（ごふく
ざ）のこけら落と
しは11月1日。一般
1900円。池田市民
か池田に通勤・通学
している人は300円
割引
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Culture

よっ、待ってました！　
池田呉服座４１年ぶり“復活”
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大
阪音楽大学（豊中市庄内幸町１）

を２０１０年春に卒業した女性

４人が「レジュイール・サクソフォン・

カルテット」を結成し、演奏活動を始

めた。まだ、友人に頼まれてボランティ

ア的に演奏する機会がほとんどだが、

「将来は仕事としていきたい」と話し、

プロとしての活動を目指して練習を続

けている。

　メンバーはリーダーの吉岡亜貴子さ

ん（アルト・サックス）、今西明日香（ソ

プラノ・サックス）、上田さとみさん

（テナー・サックス）、神谷（かみたに）

優子さん（バリトン・サックス）。４

人とも中学校に入って、吹奏楽部など

でサックスを始めた。

　大阪音大でサックスのコースは１学

年で２０人。音大ではアンサンブルの

演奏を経験しているが、４人だけの演

奏機会はなかったという。吉岡さんは

「卒業しても演奏を続けたい」と考え、

卒業生に声をかけ、カルテットが誕生

した。

　「レジュイール」はフランス語で、

みんなを楽しませる、という意味。４

人は「サックスは音がいい。クラシッ

クにもジャズにも使われる幅の広さを

持っている。いろいろな音が出せるの

が魅力的。その魅力を、多くの人に知っ

てもらいたい」と、夢を語る。

　卒業後はアルバイトや、サックスの

演奏を教えることで、生計をやり繰り

している。その一方で、週に１回、公

共施設のスタジオを借りて、練習に励

んでいる。

　これまで、友人に紹介されて、喫茶

店や学童保育の施設などで演奏をして

きた。このため、映画「ピノキオ」の

主題曲「星に願いを」や、アニメの「ル

パン三世」の主題曲など、ポップス系

の　曲を演奏することが多い。

　まとまった出演料をもらったことは

あまりない。それでも、「駆け出しの

グループだが、演奏機会が増えて、い

ろんな人に聞いてもらえるとうれし

い」と、４人は口をそろえる。

　連絡は吉岡さん（０８０－１４６５

－８３９０）。　　　　　　（梶川伸）

誕生したばかりのサクソフォン・カルテット

shin7000

Human

音大卒業生サックス・カルテット

絵
本の読み聞かせを通じて、豊か

な心を育てようと、池田市菅原

町に「ちいさな絵本館」が開館した。

市が１１の小学校区にそれぞれ予算提

案権を与える地域分権制度を利用し、

池田地域コミュニティ推進協議会が約

１年かけて開館にこぎつけた。

　交通安全協会の建物を改修し、絵本

は市立図書館からの借り

入れや、寄贈、購入で約

８００冊を集めた。ボラ

ンティアスタッフの田中

明美さんは「絵本の良さ

を知ってほしい」と話す。

池田地域コミュニティ推

進協議会の梶山一實副会

長は「今後は、本を増や

し、貸し出しできるよう

にしたい」と話している。

　　　　　　（進藤郁美）

Children

ちいさな絵本館開館で豊かな心

開館は月、水、金曜（祝祭日は休館）の 10時～ 12時と 14時
～ 17時。利用は無料。問い合わせ 072－ 751－ 5983
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昨
日餃子を食べたのがわかるくら

いの距離で、笑いあり涙あり

の物語が展開するんですよ――。１１

月１日にこけら落としとなる池田呉服

座。その座元・山﨑照久さんは、大衆

演劇の魅力を、そう語る。（１面に本文）

　物理的な問題もあってかつての雰囲

気を１００％は再現出来なかったが、

観客と役者の距離感は妥

協しなかった。最前列に

座れば、目線の高さに役

者の膝があり、息づかい

も感じ取れる。以前の呉

服座にあった「歓無極（よ

ろこびきわまりなし）」

と書かれた看板も新しく

書家に頼み掲げた。

　「大衆演劇は義理や人

情がテーマで、誰でも楽

しめる娯楽。一度来てみ

てほしい」（礒野健一）

Culture

誰でも楽しめる娯楽　大衆演劇

池田呉服座の座元・山﨑照久さん。呉服座の紋は五つの於福の
横顔だ

keniso
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感
謝を伝える――

　子育てはホント大変。でも誰

も感謝してくれない。せめて夫が「あ

りがとう」と言ってくれたらいいのに。

　でも、待って。そんなママはパパに

感謝の気持ちを伝えているだろうか。

　わが家の場合。息子が生まれてすぐ

は毎日必死で、睡眠不足でフラフラ。

なのに夫は帰ってくるなり、ソファに

ゴロン。私はキレた。「何で私ばっか

り！」。夫もキレた。「俺だって仕事で

疲れてるんや！」

　ハッとした。そうか、子育ては大変

だけど、家族のために働くのも、とて

も大変。夫が私のことを「家事や育児

をするのは当然」と思っていたように、

私も夫のことを「仕事をするのは当然」

だと思っていた。

　それからは笑顔で「おつかれさま。

今日も一日ありがとう」と言うように。

次第に、夫の態度にも変化が。帰宅後、

部屋が散らかっていると「家にいたの

に何で？」と言っていたのが「今日は

大変やったなぁ」と共感してくれるよ

うに。

　イクメンって、どれだけ育児をする

かより、妻への気遣いがあるかどうか。

いちばんの育児は、夫婦が仲いいこと

だと思う。

【文・椹（さわらぎ）寛子さん】豊中

在住のライター・コピーライター。２

歳男児の母。夫は平日の夫婦２人の弁

当、休日の朝昼晩の食事を作るイクメ

ン。http://ameblo.jp/mamawriter/

Family

hirokosawaragi

夫を「イクメン」にする方法①

カ
ブトムシが２匹で１つのえさ

を食べようとしている時、

「えさ、ぼくがとったんだぞ！　ち

がうぞ、ぼくだぞー！」（３歳）

　みんなで昼寝をしている時、

「だんご虫さんも昼寝するのかな？」

（３歳）

　お母さんの顔の絵を描きながら、

「太陽おかあさんやねん」（３歳）

　まといをふっておどる先生に、

「そんな大きなものふりまわしたら

あぶないやんか！」（４歳）

sakozo

Children

子どものつぶやき
豊中文化幼稚園

子
どもたちに日本茶の由来やお

いしい入れ方を知ってもら

おうと、「親子で楽しむワールドツ

アー第１回アジア編・日本」が１０

月３０日（土）、池田市のサカエマ

チ商店街１番街ゆいゆいプラザで開

かれる。６月にＮＰＯ法人として発

足した関西ＫＩＤＳコミュニティ協

会（池田市城南２）が手掛ける最初

のイベント。全４回を予定してい

る。お茶利きやお茶入れ体験のほ

か、芋だんご作り、絵本の読み聞か

せ、日本の昔話の紹介などもある。

参加は申し込み制。定員２０人。幼

児低学年は保護者同伴。費用は５歳

以上３００円、親子５００円。電話

０７２－７５２－６６０１。
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Children

親子で日本茶を
学ぼう！

彩
音ちゃん、と名前を呼ぶと、

ハイ！と手をあげて答えてく

れる良い子です。

Family

わが家の宝もの

　　　佐藤彩音ちゃん
　　　ママ　朱実さん（池田市井口堂）

sakozo

お
かあさんのかお

　　　　◇

　仁吾くんのおかあさんは、いつも

楽しそうに笑っているんですね。仁

吾くんはおかあさんの笑顔が大好き

なんでしょうね。

Family

　　　　　　竹之下仁吾くん
　　　　　　（豊中文化幼稚園）

sakozo

ぼくのママ

ご
みの焼却施設などを見学しな

がら環境問題について考え

る「クリーンランドフェスティバル」

が１０月２４日（日）、豊中市原田

西町のクリーンランド（ごみ処理場）

で開かれる。豊中・伊丹両市民が交

流を深め、３Ｒ（リデュース、リユー

ス、リサイクル）の輪を広げること

を目的としたイベントで、伊丹市少

年少女合唱団によるステージのほ

か、飲食店や古着などのフリーマー

ケットも出店される。

　開催は１０～１４時。ごみ処理場

見学は１３時から１時間程度。駐

車場あり（無料）。問い合わせは、

クリーンランド０６－６８４１－

５３９４。

sakozo

Life

クリーンランド
フェスティバル

読
書週間に合わせ、池田市立図

書館（五月丘１）で図書館ま

つりが行われる。

　３０日午前１０時～午後３時に

は、視覚障害のある子どものための

「さわる絵本」、弱視者にも読みやす

い「拡大写本」の体験コーナーなど

が設けられる。

　３１日午後２時～３時半は「本当

に美しい素肌を手に入れるために」

をテーマに、ロート製薬製品開発部

部長、力石正子さんの講演会も開か

れる。定員６０名。いずれも参加無

料。問い合わせは池田市立図書館

０７２－７５１－２５０８。当日は

混雑が予想されるため、車での来館

は避けてほしいという。

keniso

Family

読書の秋　池田
図書館まつり
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高
次脳機能障害の人を支援する

「らしんばん友の会」（小川和子

会長）は１０月３０日（土）午後６時

半から、豊中市民会館大ホール（曽根

東町３）で、「浜村淳／桜井一枝チャ

リティーライブ　映画音楽とジャズの

夕べ」を開く。

　病気や事故などによる脳損傷が高次

脳機能障害で、▽日常的なものも覚え

られない記憶障害▽集中できない注意

障害▽感情をコントロールできない情

緒障害などとして現れる。しかし、見

えない障害なので理解を得にくいた

め、チャリティーライブを計画した。

　これらの障害者の訓練施設として、

豊中きらら福祉会が豊中市春日町３に

工房「羅針盤」を設けている。利用者

は約６０人。菓子や、木工、ガラス工

芸の商品を作って販売している。

　友の会は、羅針盤を拠点にした市民

グループで、会員は約３０人。小川さ

んの夫も高次脳機能障害で、２００５

年に亡くなった。小川さんは「工房を

利用する人は増えている。ライブの収

益は、新しい施設設置の資金にしたい」

と語る。

　ライブは第１部が重度の記憶障害を

負った男性の母の講演。第２部は大阪

音楽大学による演奏、第３部は浜村さ

んと桜井さんのトークと、ジャズの演

奏。前売り券は３０００円（チケット

ぴあなど）、当日券３５００円。連絡

は、らしんばん友の会０６－６１５２

－４７７０。　　　　　　　（梶川伸）

Life

shin7000

高次脳機能障害者の支援ライブ

古
着などの不用品や、調理後の天

ぷら油などを回収し、再利用す

るための施設「エコミュージアム」が、

池田市・サカエマチ商店街にある。不

用品を持ち込むとエコポイントがもら

え、一定数を集めるとプレゼントが当

たる抽選に参加できる。

　食用油はミュージアムに持ち込まれ

るもののほかに、市内の

小学校から毎月回収され

ており、２００９年度に

回収された油は５４１９

リットル。精製すると８

割程度のバイオディーゼ

ル燃料（ＢＤＦ）になる。

　１０月１２日、ＢＤＦ

で走る阪急バスの市内運

行が始まった。これによ

り、年間約１３．６トン

のＣＯ２削減が期待でき

るという。　（早川方子）

Life

池田・エコミュージアム

エコミュージアムに持ち込まれた食器や衣類を販売して得た収
入は、公共施設への太陽光発電設置費用に充てられる

sakozo

ｅ
－スローライフ――

　最近できた、あのお店。子ど

ものころから知っている、あの工場。

それを「なんだろう？」と思いながら

素通りしてしまうのはもったいない！

　豊中・池田には、その「？」を大き

な「！」にする、面白い商品が並ぶ店、

高い技術を持った工場があふれている

のだから。「豊中・池田発ガンバルジャ

ン」では、そんな店や工場、事業所の

魅力を伝えていく。

　　　　　　　　＊

　２０１０年１月にオープンした「行

きつけ農村のあるくらし」（豊中市本

町１）。一見普通の八百屋だが、野菜

は作った農家の人が販売している。

　「農村から都市という一方通行では

なく、消費者と生産者が会話する双方

向のつながりを持った“少し変わった

店”というのがコンセプトです」

　そう語るのは、店を経営するｅ－ス

ローライフの武田知之代表。生産者の

顔が見えるだけでなく、おいしい料理

の方法なども気軽に話せるので、信頼

関係がすんなり構築できる。店は現在、

曜日替わりで丹波、北摂の５軒の農家

が新鮮な野菜を販売する。

　「一般の人が持つ農業に対する壁を、

なるべく低いものにしていければ」

　そう考え、自社農園での田植え、野

菜収穫体験、店で行うイチゴ大福作り

やコンニャク作りなどのイベントを開

催し人気を集めた。

　店のスタッフには大学生のインター

ン生もいる。期間は半年間ながら、会

社のプロジェクトに組み込んで働いて

もらう。一日ごとに成長していく姿を

武田さんは頼もしく見守る。

　「インターンを卒業した後も続く関

係でありたいし、今のところそうなっ

ている」。人を作っていくことが、地

域への貢献にもなると考えている。

　行きつけ農村のあるくらしは、１１

月１３日に能勢の自社農園で農家体

験、１８、２８日に店舗内で能勢柚

子（ゆず）を使った入浴剤作りイベン

トを開催する。詳しくは同店０６－

６８５４－３３５５。　　（礒野健一）

行きつけ農村のあるくらしのスタッフと、e－スローライフの武田知之代表（右端）。店は 10～
19時に営業、定休日なし

keniso

Bussiness

豊中・池田発ガンバルジャン①
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阪
急服部駅で降りると、線路東側

に旧能勢街道がある。細い道を

北上し始めたが、念のため駅前の村田

文具店で聞いてみた。店の女性は親切

だった。虫めがねを取り出して地図を

調べ、知り合いに電話をかけて、道が

正しいことを確認してくれた。

　少し歩いてから街道をそれ、線路西

側の純正寺へ寄った。境内に妙見宮常

夜灯の道標があるからだ。寺に声をか

けると、住職は留守だった。代わりの

女性は親切で、資料をコピーして渡し

てくれた。寺は寛保元（１７４１）年

に創建された。能勢の妙見信仰の隆盛

期で、大坂などから妙見参りの講が能

勢街道を通過し、服部村は宿場町の観

を呈していたという。

　街道は国道１７６号を東に渡る。そ

こに豊中市立第四中学校があり、校庭

の一角に烏（からす）塚と帰（かえり）

塚がある。学校を訪ねると、船曳裕幸

校長と守田弘道生徒指導主事が資料を

コピーして、説明してくれた。

　資料などによると、平安時代、垂水

（現在の吹田市）の岩氏長者が長柄（な

がら）橋を造る際、人柱になった時期

の話に由来する。福井城山（四中の北

側）の娘が長者の家に嫁入りしたが、

口をきかなかった。

　夫は妻を母のもとに送り帰すことを

決め、天竺（てんじく）川付近にさし

かかると、突然キジが鳴き、夫がそれ

を射た。妻は「物いわじ父は長柄の人

柱　キジも鳴かずばうたれざらまし」

と繰り返しうたった。そのキジを埋め

たのが帰塚、同時に射られたカラスを

埋めたのが烏塚という。ただし、違う

筋の言い伝えもあるそうだ。

　西法寺、藤井寺（とうせいじ）に参

拝し、なお北上すると、時代を感じさ

せる井口建材店の建物に出会った。庭

にいた主人に話しかけると外まで出て

きて、「おやじが昭和の初めに造った」

と語った。さらに、旧箕面街道との分

岐点にある道標の場所を尋ねると、こ

れまた親切に「５０メートルほど先」。

道標には「右　みのを」「左　池田道」

の文字が刻まれていた。　　（梶川伸）

江戸時代の妙見参りのにぎわいを物語る妙見宮常夜灯（左奥）

shin7000

Culture

能勢街道をゆく⑤　服部～曽根

豊
中市千里園の静かな住宅街に建

つ一軒家「カフェ＆ギャラリー

　香綵（こうさい）」の庭は、さまざ

まな木々と花に彩られている。入口正

面に見える窓の奥は、陶器や磁器など

が展示販売されているギャラリー。右

手はガレージを改装したカフェ。

　「肩肘張らずに芸術品を鑑賞できる

ように」というオーナーの須賀孝子さ

んの意向もあって、白い壁と木製の家

具、温かみのある照明で統一された店

内は、知り合いの家に遊びに来たよう

な親しみやすさがある。

　取材の日、ギャラリーに展示されて

いたのは、陶器や木彫りの置物、針金

細工のオブジェなどで、２０代から

３０代の若い新鋭作家の作品が多かっ

た。奇抜なデザインのものはなく、一

見シンプルだが細工が凝っているもの

や、自然の風合いを生かしつつも洗練

されているものがほとんど。値段も明

記されていて、安いものなら２０００

円未満、高いものでも数万円程度だ。

　須賀さんは「アートは生活に取り入

れられて、初めて完成する」と話し、

あまりに高価なものは展示しないよう

にしている。特に食器などの陶器は、

実際に使うことで素晴らしさが引き立

つのだという。

　「和食器は楽しい。西洋食器はデザー

ト皿、スープ皿というように用途が決

まっていますが、和食器は自由。同じ

碗（わん）にデザートを入れてもいい

し、汁物やお茶を入れてもいい」

　使う人の個性を反映して、より輝く

美。芸術への敷居を少しでも低くした

い、というのが須賀さんの願いだ。

　カフェで出される食事やデザートは

「器の使い方の参考になるように」と

の気持ちから、どれも美しく盛り付け

られている。味と素材にもこだわりが

あり、「米は有機米の玄米を毎朝必要

な分だけ精米したもの、水は活性水

素水を使っています」。旬の野菜たっ

ぷりの月替わりランチは特に人気で、

１０月は秋サケのキノコホワイトソー

ス、ご飯、コーヒー、デザートがセッ

トで１３５０円。　　　　（早川方子）

【香綵】豊中市千里園 2－ 2－ 35▽電話＆ファクス 06－ 6857 － 2066 ▽ギャラリー 10～ 19
時／カフェ 9～ 18時（ランチ 11時半～ 14時）▽定休日は月曜・第 3日曜

sakozo

Gourmet

カフェ＆ギャラリー　香綵



Thank
You
あたたかいパパ

パパとふたりでおでかけするときは
ばいくにのせてくれる

ばいくのうしろはとてもきもちいい
ちょっぴりこわいから
パパにギュッとしがみつく
あたたかいパパのせなか
　　五月丘小学校１年（２００９年）、斎藤美緒さん（池田「伝えよう！いのちのつ
ながり」第１２回作品から）

shin7000

Thank
You
人生見つめなおすきっかけ、ありがとう

私は数年前にうつ病になりました。長い間、仕事もできない最悪の状態…。や
や身体の調子が良くなったころに、交流会の情報を見つけ、「誰かと話をした

方が、気分も良くなるかなぁ」と思って参加してみました。
　交流会は心理カウンセラーさんが主催されていて、参加者も優しい方々ばかり。
いろんなお話をしている内に友人もどんどん増えていき、今では毎日が楽しいです。
うつ病になって失ったものもありますが、得たものの方がはるかに大きいです。人
生を見つめ直す良いきっかけになりました。「人間万事塞翁（さいおう）が馬」と
は、このことですね。今までに出会った皆さんに、この場をお借りして「ありがとう」
と伝えたいです。　　　　　　　　　　　　　　　（池田市呉服町　アルパカの星）

shin7000

Thank
You
消火活動で３人表彰　豊中北消防署

豊中市北消防署は、豊中市内で９月
１０日に発生した住宅火災におい

て、迅速な初期消火に尽力したとして、
岡町南在住の柿坪晴彦さんと母の敏美さ
ん、伊藤京子さんの３人を表彰し、感謝
状を贈った。荒木署長は「迅速な通報と
連携による消火活動で、被害を最小限に
抑えることができました」と功績をたた
えた。＝情報提供・豊中市（早川方子）

sakozo

左から、柿坪敏美さん、柿坪晴彦さん、伊
藤京子さん

Thank
You
優勝の原動力は焼き肉だった？

グリーンリッチホテル大阪空港前に、「来年も焼
き肉食べられるようにがんばる」と、ホテルに

宛てた寄せ書きユニホームがある。第８６回夏の甲子
園で初優勝した駒大苫小牧の選手が書いた。焼き肉の
リクエストに大倉慶郎総支配人は「試合に勝てば」と、
ハッパをかけた。選手は支えられている心強さを感じ
たそうだ。　　　　　　　　　　　　　　（進藤郁美）

iku_mi_iku

展示ユニホームには楽天の
田中将大投手の署名もある

　「マチゴト」創刊から約３カ月経ちました。応援してくださる企業や街の皆

さんが少しずつ増えてきて、忙しくも楽しい毎日を送っています。豊中と池

田がこんなにも温かく楽しい街であることを、私は想像していませんでした。

　「ネタは見つかるのかな？」「紙面が埋まらなかったらどうする？」

　創刊前は心配していたのです。でも、それは杞憂（きゆう）でした。２０

年以上も毎月寄付を続けているおばあさん、男手ひとつで子育てに奮闘して

いるお父さん、飼い犬と町をパトロールする自治会――。タレントでも政治

家でもない普通の人のパワーを、マチゴトの取材を通じて知りました。この

ことは会社にとっても私個人にとっても、大きな財産となりました。

　今号から３面で、豊中市在住のライター、椹寛子さんの「夫をイクメンに

する方法」が始まります。これまでの「子育てワンポイントアドバイス」と

交互に掲載する予定です。ぜひ感想をお寄せください。　　　　（早川方子）

編集室のつぶやきPresent

ジャズコンサート招待券プレゼント

池田市民文化会館をホームグラウンドとして活躍する足立衛＆アゼリアジャズ
オーケストラが、１１月２２日（月）に同館で定期コンサートを行う。スウィ

ングジャズをはじめ、多様なスタンダードジャズが楽しめる。開場１８時半、開演
１９時。全席指定、前売３５００円、当日４０００円。
　マチゴトは、このコンサートの招待券を抽選で２組４名様にプレゼント。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うえ、〒５３０
－８２５１大阪市北区梅田３－４－５　毎日新聞ローカル（１０／２１日号）まで
お送りください。１１月３日消印まで有効。発表は商品の発送をもって代えさせて
いただきます。

m_toyonakaikeda
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