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って何？

マチゴト 豊中・池田公式twitterアカウント
m_toyonakaikeda

この地域密着新聞は、twitter 情報も取り入れ、豊中市北部、
池田市南部のエリアのお宅に無料配布しています。

公式サイトへ
携帯電話から
アクセス

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。

１
０月２３、２４日に第二回社会

人落語日本一決定戦が開かれ

た。初日は池田市内６会場で予選が行

われ、全国から集まった１６１人がし

のぎを削った。翌日の決勝は、そこを

勝ち抜いた１０人が名人の称号をかけ

て争った。

　社会人落語家の大きな特徴は、自分

の本職を生かした枕（話の導入部分）

だ。決勝に進んだ人だけでも、高校教

師、鍼灸師、市役所職員、大学の准教

授など多岐にわたり、その経験をうま

く話に織り込むことで、プロの落語家

にはない笑いを引き出していた。

　優勝した愛媛県新居浜市の芸乃虎や

志（本名：枝廣篤昌）さんの本職は精

神科医だ。優勝は「夢のよう」と話し、

「診療中に落語はしないが、患者さん

の緊張をほぐすために、落語で学んだ

ことは役立っている」と続けた。大会

総括を務めた桂三枝さんは「患者さん

の話をよく聞かなければならない職

業。聞き上手は話し上手というもので、

話に淀みがなかった」と評した。

　池田の街について枝廣さんは「駅を

降りた瞬間から盛り上がりを感じた。

市長をはじめ、市民の方々が温かく迎

えてくれ、今日は池田の方に喜んでも

らえるようがんばった」と語った。

　「来年もまた来たい」と話した枝廣

さん。２位の浪華家勝平（大阪府吹田

市、本名：岡田谷勝久）さん、３位の

立の家猿之助（大阪府交野市、本名：

永廣正則）さんも、それにうなずいた。

別れのあいさつは「また来年、池田で」。

決勝に進めなかった１５１人も同じ言

葉でそれぞれの街へと帰っていく。

　池田は社会人落語家の聖地となっ

た。　　　　　　　　　　（礒野健一）

優勝した芸乃虎や志
さんの高座。演目の
創作落語「お婆ちゃ
んのお手玉」は、童
謡やお手玉、イナバ
ウアーなどの動きも
取り入れた斬新なも
の

keniso

Culture

社会人落語　池田の街熱く
　日本１は芸乃虎や志さん
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Life

豊
中市・池田市の１１月の主な催

し・行事――

【６日（土）】▽お寺に人形劇がやって

来る！～やまんば祭り！？～＝池田

市建石町、法園寺。１１時～１２時、

１４時～１５時。各回５０人。やまん

ばを題材にしたせっぽく座の人形劇、

紙芝居、工作など。無料。要申し込み。

事務局０７２－７５２－６６０１。

▽♪のぼさんと歌って・踊って・楽し

い親子ふれあいコンサート♪＝池田市

民文化会館アゼリアホール。１４時

開演。小学生以下の子どもと保護者

５００組。無料。整理券が必要。池

田市子育て支援課０７２－７５４－

６５２５。

▽いけだラーメンフェスタ’１０（７

日まで）＝池田駅前てるてる広場。

１１～１６時。池田市満寿美町・凡場、

池田市城南・丸一食堂など５店が、屋

台でハーフサイズのラーメンを１杯

３００円で提供。売り切れ終了。いけ

だ３Ｃ０７２－７５１－５５９１。

【７日（日）】▽手回し蓄音機鑑賞会＝

美味処嘉づ家（池田市、落語みゅー

じあむ隣）。１１時と１４時。無料。

昭和の歌謡曲やジャズをＳＰ盤で鑑

賞。いけだ市民文化振興財団０７２－

７６１－３１３１。

▽市民朝市＝池田駅前公園。９時～

１１時半。手作り品、古着、野菜など

３０～４０店。雨天時は１４日。実行

委員会０７２－７５４－６２４０。

【１７日（水）】▽おはこ市（１９日ま

で）＝石橋商店街。各店鋪が「これぞ！」

という「商品・サービス」を提供。

▽支援が必要な子どもを持つお母さん

のための交流会＝豊中市曽根西町３－

７、クレアコート曽根１階、ＮＰＯ法

人「ハニー・ビー」事務所。１０時～

１１時半。障害のある子どもたちを

支援するハニー・ビーが１２月に開

所する「マイ児童サービスはっとり」

の説明など。参加費５００円。定員

２０人。申し込み必要（１０日締め切

り）。ハニー・ビー０６－６１５２－

８９９１。

【１９日（金）】▽羅針盤・野菜市＝豊

中市春日町３－１、高次脳機能障害者

の訓練施設「羅針盤」前の広場。１１

時半から。北摂地域の無農薬野菜販売。

羅針盤０６－６１５２－４７７０。

▽ＣＯＯＰの食材を使ってお家でレ

ストランメニュー＝豊中市南桜塚

２、ふれあいセンター桜塚２階調理

室。１１時半～１４時半。定員２４人。

３５００円。ビストロ疋田のオーナー

シェフ・疋田恒朗さんによるリゾット

やニョッキの作り方。大阪北生協組合

員活動部０６－６８４９－０２３１。

【２１日（日）】▽池田自然観察会「紅

葉の秋！赤や黄色のいろさまざま」＝

池田市緑のセンター。１０時集合。紅

葉の山すそを歩き、落ち葉でカレン

ダー作り。帽子、軍手、水筒持参。参

加費１００円。池田市緑のセンター

０７２－７５２－７０８２。

▽ほんまもんガラクタ市、新町寄席＝

池田市新町２－１４、いけだピアまる

センター。市は１０時、寄席は１３時

から。新町商店街の店舗がよりすぐり

のガラクタを放出。寄席では商店街

の人も参加。入場無料。いけだ３Ｃ

０７２－７５１－５５９１。

▽手水寄席＝池田市栄本町９－２、こ

いし歯科。歯科の院長も恋歯家歯つ恋

の名で歯に関する落語をする。１２時

と１５時から。入場無料。こいし歯科

０１２０－８３４－８１４。

　★催し情報をお寄せください。メー

ル（info-toyonakaikeda@machigoto.

jp）か、郵送（５３０－８２５１　

大阪市北区梅田３－４－５　毎日新聞

ローカル）。

１１月の催しピックアップ
shin7000

池
田市は１１月２８日（日）まで

の土、日曜と祝日、無料の市内

巡回観光バスを運行している。

　バスは平日に運行する施設循環福祉

バスを利用。伏尾温泉や久安寺、大阪

空港を回るコースと、五月山体育館や

インスタントラーメン発明記念館を回

るコースがある。

　車内では倉田薫・池田

市長による観光スポット

案内もある（ＣＤ音声）。

　池田市役所前の発車時

刻は、伏尾・空港コース

が午前９時２０分から２

時間おきに４便。五月

山・ミュージアムコース

が午前１０時から１時間

４０分おきに４便。問

い合わせは池田市観光

協会０７２－７５０－

３３３３。　（礒野健一）

Culture

無料観光バスで気軽に池田観光

無料観光バスは 2コースとも定員 25人（池田市役所前の停留
所で）

keniso

豊
中市長興寺南の民家を利用した

紙すき工房「どんぶり」は、「障

がいのある者も生まれ育った地域で一

緒に生きていきたい」と２０００年に

設立された。牛乳パックなどを再利用

した和紙のハガキや名刺のほか、手作

りせっけんなどを製造・販売している。

　メンバーは豊中市立第四中学卒業生

４人とその保護者。地域

の祭りやリサイクルセン

ターの紙すき教室などに

参加してきた。肉厚で手

作り感のある和紙は、何

気なく書いた文字や絵も

映えると好評だ。和紙（は

がき）１枚２０円▽名

刺（印刷込み）１００枚

２５００円▽せっけん１

個１００円など。問い合

わせは０６－６８６４－

５８０４。　（早川方子）

Life

紙すき工房　どんぶり

第 2月曜には書家の前中和子さんを講師に「ことば遊び筆あそ
び教室」を開いている。参加自由

sakozo
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深
夜になるまで寝ない我が子――

　骨や筋肉をつくる成長ホルモ

ンは、夜寝ている間に多く分泌される。

子どもにとって夜の睡眠は大人以上に

大切なことだが、興奮して寝つかない

子や、布団に入った後もぐずり続ける

子は多い。

　「生活リズムを見直しましょう」と

豊中市子育て支援センターの地域支援

保育士は提案する。子どもの生活を大

人の都合に合わせていないだろうか。

子どもが寝ている間に家事を片付けよ

うと、ついつい昼近くまで起こさずに

いたり、深夜のコンビニに連れて行っ

たりしていないだろうか。それは夜の

就寝時間をますます遅らせ、子どもの

健康を害することにもなるという。

　生活習慣を変える具体的な方法は、

朝になったら窓やカーテンを開けて昼

と夜のメリハリをつける▽食事や入浴

は毎日同じ時間帯に▽昼間はたっぷり

遊ばせる▽寝る前にテレビを見せない

▽部屋を暗くしてリラックスさせる、

など。

　「生活リズムを変えるのは簡単では

ありませんが、子どもが泣いても朝は

きちんと起こすことが大切です」

　子育ては親たちの生活を正すきっか

けになるかもしれない。　（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

夕
立。雷が鳴り、大雨も降りだ

した時、外を見ていたあつし

ちゃん。

　あつし「おかあちゃん　しんぶん

はいたつしてるねん」

　保育士「あつしちゃんのお母さん

　この雨の中　新聞配達してるんや

ね　心配やね」

　あつし「うん」

　急な夕立に外を見ながらぽつりと

つぶやいた言葉に、お母さんへの強

い気持ちが伝わってきました。

（豊中市・子どものつぶやき展より）

sakozo

Children

配達してるねん
あつし（４歳）

池
田市立五月山児童文化セン

ター（綾羽２）は、科学の不

思議や面白さを体験してもらおうと

１１月１３、１４両日、「五児文☆

科学まつり」を開く。

　太陽や電球の光を見たり、虹色の

順番やシャボン玉の色の変化を感じ

たりする「光のひみつ発見ツアー」

はじめ、ハンダ付けやネジ切り体験、

鉛のペンダントや葉脈標本を使った

しおり作り、ビーズを利用した遺伝

子配列ストラップ（定員１０人、材

料費１００円）の製作がある。プラ

ネタリウムも上映する。時間は両日

とも１０時半～１５時半。無料。問

い合わせは五月山児童文化センター

０７２－７５２－６６０１。

iku_mi_iku

Life

科学の不思議を
体感しよう！

カ
メラを向けると興味津々で近

づいてきてニッコリ。好奇心

いっぱいの大きな瞳が文萌（もも）

ちゃんのチャームポイントです。

Family

わが家の宝もの

　　　　　　　　文萌ちゃん

sakozo

お
かあさんのかお

　　　　◇

となりにいる小さいお顔は世伊奈

ちゃんかな？　２人の楽しそうな話

し声や笑い声が聞こえてくるような

絵ですね。

Family

　　　橋本世伊奈（せいな）ちゃん
　　　　　（豊中文化幼稚園）

sakozo

わたしのママ

妊
婦体験などができる「お父さん

のための子育て教室」が１０

月２３日、豊中市の中部保健センター

で開かれ、初出産を迎えるカップル約

１００組が参加した。

　妊婦体験では未来のパパ達が６．３

キログラムの重りをつけて館内を歩

行。「腰が痛い」「歩き方が変わるね」

などの声が聞かれた。も

く浴教室では、緊張した

面持ちで人形を湯につけ

た。来年１月に父親にな

る田島勇人さんは「親に

なる実感がわいた」と笑

顔。指導した大阪府助産

師会池田支部の伊勢夕紀

さんは「慣れるにつれて

人形にほほ笑みかける男

性がいたのが印象的。ぜ

ひ育児に参加して」と話

していた。　（早川方子）

Children

パパになる練習　妊婦体験も

偶数月の第 4土曜日開催（12月は 18日）。無料。要予約。問
い合わせは、豊中市・中部保健センター 06－ 6858－ 2293

sakozo
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農
民組合北摂支部協議会池田直売

所（池田市井口堂１）が、毎

週水曜日の午前１０時から朝市を開い

ている。能勢、池田、箕面、豊中、吹

田地区の生産者が採れたての野菜を出

品する産直市場だ。協議会が事務所を

２００９年４月、箕面市から現在地に

移転したのを機に、「地元の生産者と

消費者が手をつなげるようにしたい」

と始めた。今では、午前９時ごろから

新鮮な野菜を買い求める客が行列を作

り、開店３０分ほどで売り切れてしま

うことがあるほど盛況だ。

　水曜日は、普段は事務所として使っ

ているスペースを開放する。事務机の

上は生産者の名前や写真、価格ととも

に、新鮮な野菜が山積みになる。

　生産物を出すのは１２、１３軒の農

家。取材した日は、ハクサイ、レタス、

ラディッシュ、クリ、ユズ、ミズナ、

キクナ、ダイコンなど旬の野菜が並ん

でいた。野菜のほか、米、果物、花、茶、

ミソ、ジャム、つくだ煮などもある。

　朝市を運営する協議会事務局長の松

野久美子さんは、「今日は、ダイコン

やミズナ、キクナがあふれているで

しょ。地場ものが中心だから、野菜が

重なることがある。夏にはトマトであ

ふれかえる日もあった」と話す。

　「自分の作った野菜を喜んでもらえ

ると、作り甲斐がある」「今度は何を

作付けしようか」と、作る楽しみが増

えた生産者も多いという。「農民組合

は食を守り、自給率を上げるのを基本

にしている。生産者と消費者の顔が見

える、いいコミュニケーションの場に

なっている」と松野さん。

　生産者の１人で、大阪府から大阪エ

コ農産物の栽培を認められた農家、光

久農園の光久紀美子さん（豊中市浜２）

は「無農薬で、除草剤を使わずに野菜

を作っている。これからは寒さとの戦

いになるけれど、安心して食べてもら

いたいから頑張らないと。喜ぶ顔が見

えると、励みになる」と話す。

　朝市の新鮮な野菜は、近くの保育園

やレストラン、カフェからの予約も増

えている。　　　　　　　（進藤郁美）

【農民組合北摂支部協議会池田直売所】毎週水曜日 10時から朝市を開催▽池田市井口堂 1－ 2－
7▽電話 072－ 763－ 1515

iku_mi_iku

Gourmet

農民組合の産直野菜市が盛況

ブ
ランケネーゼ――

　池田市桃園町の株式会社ブランケ

ネーゼは、１９７８年に日本で初めて

ヤマイモをフリーズドライ製法で粉末

加工し、それをお好み焼き粉に入れた

商品が大人気となった。

　その高い技術を使うことで、何か新

しいことが出来ないだろうか。そう考

えた代表取締役の東忠男さんは、農産

物の未利用部分に着目した。北摂産タ

ケノコと能勢栗の規格外品や外皮を粉

末化し、お好み焼き粉に入れた。ほの

かに感じる風味で、これも人気商品と

なった。現在、道の駅能勢くりの郷や

能勢地域の阪急オアシス、会社の通販

サイトで買うことができる。

　生産者は有料で処理していたものを

買い取ってもらうことで、少ないなが

らも収入が増える。「それで温泉でも

行ってもらえればうれしいよね」と東

さんはほほ笑む。

　同じような未利用品は他にもある。

固いからと捨てられるアスパラガスや

ブロッコリーの茎下部分は、粉末化し

てアイスクリームなどに混ぜて商品化

した。弁当工場で規格外として廃棄さ

れていたサツマイモとカボチャは、フ

リーズドライ後に刻んでペットフード

として生まれ変わる。

　これらの事業は、大阪府の「おおさ

か地域創造ファンド」や農商工連携の

支援事業として採択されている。そこ

で知り合った他の事業者とのつながり

も、東さんは大事にしている。「何か

やろうと考えている者同士。議論は盛

り上がるし、互いの得意分野を生かし

た新しいアイデアも出る」という。

　今、力を入れているのは新しい

ギョーザ作りだ。未利用農産物の粉末

で緑や赤の鮮やかな皮を作り、中には

梅や納豆、キムチなどを入れる。納豆

は地域創造ファンド仲間の山口食品

（大阪府能勢町余野）の協力を得る。

　「常に新しいものを作り続ける。そ

こに価値力が生まれる」。東さんの柔

和な表情の中に、ものづくりへの確か

な情熱を見た。　　　　　（礒野健一）

ブランケネーゼの東忠男代表取締役（右端）と社員のみなさん。自動でたこ焼きを作る「踊る！た
こ焼器」、お好み焼きをそのままフリーズドライしたお菓子など、ヒット商品は多い

keniso

Bussiness

池田・豊中発ガンバルジャン②



5

Life

新
池田タクシー（綿引秀憲社長、豊中

市走井２）は１０月末までに、乗務

員全員が豊中市消防本部で「普通救命講習

Ⅰ」を受講した。地域を走るタクシーとし

て、事故の負傷者や急病人と遭遇する可能

性もあるため、豊中市が目指す「救命力世

界１」に貢献するのが狙い。豊中市の谷口

伸夫消防長は「乗務員全員の受講は聞いた

ことがない。この取り組みは他の事業所に

も影響を及ぼすだろう」と期待している。

　同社は門真市にあった新進交通を引き継

ぎ、２０１０年２月に豊中地区で営業を開

始した。綿引さんが社長を務める池田タク

シー（池田市天神１）が門真市にあった新

進交通を引き継いだもので池田タクシーの

グループ会社となった。乗務員は約６０人

で、新たに採用した。

　綿引社長は「地域とともに歩み、地域に

愛され、地域に貢献するタクシー」を会社

の方針としている。社会貢献活動の１つと

して、乗務員全員が救命講習の修了書を取

得することを目指した。

　豊中市は「救命力世界１」を宣言をして

いる。救急車が現場に到着するまでの時

間が平均４．２分で、消防庁がまとめた全

国平均の７．１分を大幅に下回り、心肺停

止状態からの蘇生率が高いなど、「救命力」

は日本のトップクラスにある。２０１０年

度からは、小学生に対する救命講習も実施し、救命力世界１を目指している。

　講習は全乗務員を対象にして、豊中市消防本部で順次行った。消防署員や、普

及員の資格を持つ新池田タクシー本社営業所の大源（だいげん）斉副所長らが教

師役になった。講習は３時間。倒れている人を見つけたところから始まり、周囲

への応援要請、１１９番通報の依頼、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を取り寄せ

る指示、患者の気道の確保、人工呼吸、心臓マッサージなど、実際の現場ですぐ

に活用できる内容。

　大源副所長は「実家にいた父親が倒れて亡くなった時、近くに救命法を知って

いる人がいれば、と思ったことがある」と話す。そんな経験もあって、普及員の

資格をとった。「そのような状態に遭遇するのはゼロの方が良い。しかし、遭遇し

た場合には、救命法を知っているかどうかは大きな違いになる」と、講習の重要

さを語る。

　綿引社長も乗務員の講習が始まる前に受講した。綿引社長は「以前に講習を受

救命講習を受ける新池田タクシーの乗務員

shin7000

けたことはある。しかし、忘れていることを思い出す機会にもなる。いざという

時に役に立つようにするためには、繰り返しが大事」と話し、乗務員の講習も定

期的に実施したい考えだ。

　乗務員はタクシーの車内に掲げる名刺に「普通救命講習終了」の文字を入れて

いる。またタクシーには、包帯、生理食塩水、人工呼吸用携帯マスク、ＡＥＤ設

置場所の地図といった救命活動用のセットを順次に配備している。

　「社長になって、当たり前のことを当たり前にやっていくことの難しさを知っ

た」と、綿引社長は語る。救命講習は「当たり前のこと」の延長線上にあるという。

綿引社長はさらにその延長線上に、車いすの押し方といった介助の乗務員講習な

ども考えている。

　谷口消防長は「救急車が到着するのには頑張っても４～５分かかる。患者のそ

ばにいる人が処置をし、救急隊員がバトンタッチをすれば、救命率は上がる。第

１走者の役割は重要」と、同社の取り組みに期待を寄せている。　　　（梶川伸）

新池田タクシーの乗務員　全員が救命講習終了
　　　　　救命力世界１を目指す豊中市の方針に賛同
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キ
ャベツ炒めアンチョビソース味

――

　大阪の酒飲みにとって、キャベツは

ありがたい食べ物だ。串かつ屋の中に

は、キャベツが無料の店があるからだ。

「２度づけ禁止」でおなじみの新世界

の串かつ屋に仲間で行った時、無料の

キャベツをおかわりし、ひんしゅく気

味だったこともあったが。

　友人が京都の立ち飲み屋に行った。

カウンターにあったキャベツをムシャ

ムシャ食べていると、隣の客に怒られ

た。「オレのキャベツを食べるな」。そ

の客が金を払って注文したものだっ

た。京都は大阪とは違っていた。

　弟が僕の家に遊びにきた際、料理好

きの奥さんがアンチョビソースとバジ

ルペーストを土産に持ってきた。「こ

れを使えば何でもイタリアン」と。以

来、「困った時のイタリアン」で、こ

の２つを重宝している。

　気に入っているのは、キャベツ炒め

アンチョビソースだ。偉そうに名前を

つけたが、実は所要時間１分あまり。

料理というには少々おこがましい気も

するが、ビールのあてにはもってこい

と思っている。ビールは「飲みたい」

と思った瞬間が大事で、口に運ぶまで

の時間が勝負である。そんな時の私の

つまみランクで、これは堂々と１位を

占めている。もちろん、ご飯のおかず

でも良い。

　キャベツをざく切りにする。フライ

パンでオリーブオイルを熱し、キャベ

ツを強火で１分ほど炒める。そこにア

ンチョビソースをたらして、さらに

１０秒。たらす量は好みだが、辛いの

で、少なめにしておいて、自分の舌に

合うよう追加した方が無難だと思う。

　アンチョビは、イタリア風イワシの

塩辛のようなもの。イワシの姿が残っ

たフィレでも良いが、ソースになって

いるものも使いやすい。ちなみに、僕

が使っているのはキューピー製で、阪

急オアシスで見ると、８０グラム入り

２９８円だった。　　　　　（梶川伸）

＝ウェブで掲載したものを手直ししま

した

手早く作るビールのあてにもってこい
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Gourmet

ズボラ料理②　キャベツ

ま
た来週、友だちと来る。そう

言って帰った常連のおばあさん

は、２度と来ることはなかった。がん

を患っていた女性の最後の一皿になっ

たと、知らされた。「目の前の一皿は、

一期一会。そんな思いがあるから、一

皿、一皿、真剣に作らないとお客さん

に失礼になる」

　そう話すのは、ビストロ・リッペの

オーナーシェフ、中尾匡宏さん。１８

歳の時、洋食のコックを目指して、大

阪のホテルに就職した。「そのころ、

出てきたヌーベルキュイジーヌ（新し

いフランス料理）に、自分のやってい

ることとの違いを感じた。すごい衝撃

だった」

　フレンチシェフ、三國清三さんの「皿

の上に、僕がある」という料理本に出

会ったのもきっかけになり、本格的に

フレンチの世界へ進んだ。広島、神

戸、長野のホテルで修業し、３１歳の

時、気軽にフランス料理が楽しめる店

にしたいと、箕面市に店をオープンさ

せた。現在の店舗へは２００３年に移

転した。

　中尾さんは、「素材を見た時に、盛

り付けた皿のイメージが浮かぶ」と話

す。頭の中で作ったジグソーパズルを

組み立てるように、料理を仕上げる過

程が好きだという。野菜をふんだんに

使った料理を、信楽焼きの器にまるで

絵を描くように盛り付けていく。出来

あがった一皿は、フランス語で「ひと

口のご馳走」という店名の通りだ。「何

を組み合わせるか、ひらめきで工夫し

て作る」という中尾さんのアイデア料

理を楽しみにしている客も多い。

　ランチは３種類のコース料理のみ。

人気のＡコースは２１００円。取材の

日は、小エビのラヴィオリ野菜たっぷ

りのソース、トマト風味の野菜スープ、

金目鯛のポアレ　カキのポッシェとソ

バの実のリゾット添え大葉風味、９種

類のデザート盛り合わせに、コーヒー

か紅茶が付いていた。

　スープ、パスタ、パンがセットに

なった幼稚園児向けのパスタセット

（８４０円）もある。　　　（進藤郁美）

【ビストロ・リッペ】豊中市末広町 1－ 1－ 8▽ 11時半～ 14時半、17時半～ 22時（ラストオー
ダー 20時半）▽水曜、第 3木曜休み▽ 06－ 6858－ 3122
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Gourmet

ビストロ・リッペ　一皿の思い



Thank
You
いきて　まなんで　ありがたや

豊中市立第四中学校（服部本町４）の夜間学級で、小、中学校を出ていない
５１人の“大人”の生徒が学んでいる。北摂では唯一の夜間学級で、平均年

齢は６１．８歳。戦争の影響で学校に行けなかった人や、外国から日本に移り住んだ
人もいる。校舎の廊下などに、生徒が書いた作品が展示されている。
　「よめるよ　かけるよ　ともだちできるよ　じんせいかわるよ」「文字をおぼえて
　なんだか安心　世界もひろがる」「いきて　まなんで　ありがたや」
　西山博章教頭は「作品には、それぞれの人生が出ている」と語る。四中は夜間
中学生を募集している。西山教頭は「気軽に電話してほしい（０６－６８６３－
６７４４）」と呼び掛けている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（梶川伸）
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Thank
You
いのち

売ったり、買ったりできない。
たった１つのいのちだから、大切にしたい。

わたしには、がんばって生きようとする、力がある。
うれしいことも、かなしいことも、みんないのちがあるしょうこなんだ。
もし、だれかのいのちの火がもえつきても　かなしむのではなく、
その人のいのちに出会えた事を
かんしゃしなければ……。
　　池田小学校４年（２００９年）橋村浩美さん（池田「伝えよう！いのちのつながり」
第１２回作品から）

shin7000

Present

チケットプレゼント

木津川節と言われる大阪弁のやわらかい語りが特徴の木津川計さんが「一人語
り劇場『王将』」を、１１月２９日（月）に池田市民文化会館アゼリア小ホー

ルで開く。将棋の鬼才、阪田三吉の心意気と夫婦愛を独自の解釈を交えて語る。開
演１４時。全席自由席、入場料１０００円。
　マチゴトは、この公演の招待券を抽選で５組１０人にプレゼント。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（１１／４日号）までお
送りください。締め切りは１１月１０日消印有効。発表は商品の発送をもって代え
させていただきます。

iku_mi_iku

Thank
You
エンゼル車１００台目は安田さんに

池田市で４番目の赤ちゃんが生ま
れた際に、ダイハツ工業の軽自

動車を３年間無償貸与するエンゼル車が
１００台目に到達した。１０月２２日、
１００台目の貸与先となる安田真太さん
の家族が招かれ、池田市役所で記念贈呈
式が行われた。安田さんには９月１７日、
第４子の悠真（ゆうま）くんが誕生した
＝情報提供・池田市（早川方子）

sakozo

祝金と記念品、黄金色のモニュメントキー
が贈られた

Thank
You
はじめまして、マロです

はじめまして、ミニチュアダックスフントのマロ
です。このポーズいかが？

（豊中市、Ａ .Ｈさん）
▽ペットの写真を随時、募集しています。写真に簡
単な紹介をつけて、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）。　

sakozo

催し情報、「わが家の宝もの」の写真、子どもさんが描いたパパやママの絵を

お寄せください。「ありがとう」の投稿もお待ちします。

編集室のつぶやき

7




	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8

