
Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

読者とつくる地域密着新聞

● http://machigoto.jp   m_toyonakaikeda

Webサイト、twitterと連動して
マチの出来ゴトを伝えます
がんばる人を応援します
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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

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。

そうした態度が周囲にも波及するの

か、紫蓬さんによると「本町２丁目

のお年寄りは、他の地域の方より元

気な気がする」らしい。

　今秋は客間で書道展を開き、仲間

の作品約６０点を展示した。川戸さ

んは幅１３５センチの和紙に大きく

「楽在人和」と書いた。人生の楽し

みは人との親しい交わりにある、と

いう意味だ。　　　　　（早川方子）

豊
中市本町２丁目に、築８２年

の古い日本家屋がある。木枠

の窓、広い縁側を持つこの家で月に

１回、書道教室が開かれている。

　自宅を提供しているのは川戸俊治

さん。１０１歳。８０年前に両親と

放して書道教室を始めた。近所に住

む書家の鈴木紫蓬（しほう）さんを

講師に招き、川戸さんら１３人の「よ

もぎの会」として書道を続けている。

　川戸さんは杖こそついているが、

ハキハキと話し、健康そのもの。

　「本を読むより、人と会って会話

をする方が体にも頭にもいい」

　高齢になってからも積極的に人と

かかわりを持つよう心がけてきた。

ともに大阪市からこの家に越してき

た。２０年前に妻を亡くして以来、

１人で暮らしている。５人の子に恵

まれ、１７、８人が一緒に暮らして

いた時もあった。戦争中には空襲に

遭い、この家の屋根にも「夜には星

が見えた」ほどの大きな穴が開いた。

　「自宅を使ってもらうことで、ご

近所と交流を持てるのは嬉しい」

　川戸さんは９０歳の時に自宅を開

川戸さん（右端）
と、よもぎの会のメ
ンバー。「楽在人
和」の通り、メン
バー同士は仲が良
く、笑い声が絶えな
い

sakozo

Human

１０１歳　川戸俊治さん
書道が結びあう「楽在人和」

9
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食
物の中に含まれているタンパク

質などに過剰反応する食物アレ

ルギー。乳幼児のアレルギー原因の半

数は鶏卵と牛乳だといわれている。豊

中市の焼き菓子店「カドー」は、そう

した食物アレルギーに対応して、卵、

乳製品、小麦を使用しない菓子を手作

りし販売している。

　店長の倉内和巳さんは

「アレルギーのある子も

ない子も一緒においしく

食べられるように」と、

ハートや動物型のクッ

キーや色とりどりのドー

ナツをそろえている。全

国配送可。クッキー以外

はすべて冷凍販売。

　電話０６－６８４８

－３３１２▽ＨＰ　

http://www.foyer-ify.

co.jp/cadeau/

Gourmet

カドー　アレルギー対応の菓子

卵、小麦、乳製品不使用のブッシュ・ド・ノエル。ケーキは注
文販売のみ。5日～ 1週間程度かかる＝カドー提供

sakozo

豊
中産業フェアのマルシェカッ

プで最優秀賞を受賞した津の

国屋のマチカネワニどら焼きが販売

を開始した。豊中市のマンホールな

どでおなじみのマチカネワニがデザ

インされ、宇治抹茶あんと丹波産黒

豆が入っている。１個１６８円。

Gourmet

本店（豊中市柴原町 3）、曽根店（同市曽根
西町 2）ともに 1日約 50個販売

keniso

新名物　マチカ
ネワニどら焼き　

池
田市の小、中学生から作文を

募集した第１３回「伝えよ

う！いのちのつながり」の表彰式が

１１月７日、池田市カルチャープラ

ザであった。

　７０１点の応募があり、小学校低

学年、高学年、中学生の３部門に分

けて審査し、２０人の作文が入賞し

た。市長賞には▽五月丘小学校２年、

三倉柚菜さん▽五月丘小学校４年、

中尾音々さん▽石橋中学校２年、矢

倉将さんの作品が選ばれた。

　式には、入賞者と家族、学校の先

生、倉田薫市長ら約１００人が出席

した。入賞作品は順番に朗読され、

子どもの作品に感心する家族が多

かった。

shin7000

Human

いのちの作文
２０人が入賞

遅
れて席に着いた客に舞台上から

「遅いよ！」と声がかかる。口

上で「今日は劇団の名前だけでも覚え

て帰ってください」と話す役者に、「な

んだっけ？」と客が普通に尋ね返す。

　１１月１日にこけら落としとなった

大衆演劇場、池田呉服座。舞台と観客

席の距離の近さは、そのまま役者と観

客との距離の近さだ。舞台上で演じら

れる義理人情の悲喜劇に笑いと涙を浮

かべ、合間で役者との直接のやり取り

を楽しめる。

　１２月末まで２カ月間のこけら落と

し公演を行っている「劇団紀伊国屋（き

のくにや）」。総帥を務める紀伊国屋章

太郎さん（６３）は、「まずは常設小

屋での公演ということを理解してほし

い」と話す。大衆演劇は１カ月間ほぼ

休みなしで昼と夜の２公演制。演目は

毎日変わる。さらに台本ではまかな

いきれない時事ネタなどを前日に指示

し、舞台の中に取り入れていくため、

１度見た演目でも次は違ったものとな

る。「古くさい中にも現代のネタをア

ドリブで入れ、お客さんと一体化する

ことが大事」という。

　稽古は夜の公演が終わった後から行

われ、深夜２時、３時になることも少

なくない。劇場の楽屋で寝泊まりする

ため、役者とプライベートの切り替え

が大変そうだが、「特に気にしたこと

はない」と笑った。

　「昔ほど上下関係が厳しい世界では

なくなった。役者同士の和気あいあい

で家族のような雰囲気が、お客さんに

も伝わってくれれば」。紀伊国屋の魅

力はそこにあると章太郎さん。

　「こけら落とし公演は、お客さんの

反応が読めないので難しい。しかし初

めて大衆演劇を見るという人も多く、

その劇団を身内のように思ってくれ

る。また帰ってきてほしいと言っても

らえるような芝居をしていきたい」

　ちなみに１１月２１日は、座長を務

める澤村慎太郎さんの誕生日。そこで

見られるであろう観客とのやり取り

で、大衆演劇の魅力を実感してみては

いかがだろうか。　　　　（礒野健一）

12 月まで公演中の劇団紀伊国屋の舞台（11月 18日は休演日）。左が座長の澤村慎太郎さん

keniso

Culture

紀伊国屋　客との一体化が魅力
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阪
急蛍池駅前にあるオーガニッ

クカフェ「ジョイズカフェ」

で１１月２５日、親子対象のハーブ

＆アロマ教室が開かれる。主催する

のは豊中市岡の上町でアロマ教室を

開いている「ミスラベンダー」代表

の北河桂子さんとそのスタッフ。

　今回は肌の乾燥が気になる時や気

分転換したい時に使えるオリジナル

スプレー作り。精油は風邪予防にも

なるティーツリーを使用する。

　１０時半～１２時、１８～１９時

半のいずれか。受講費は１５００

円とカフェのメニューから１オー

ダー。問い合わせはlavender@mama-

baby.net、またはジョイズカフェ

０６－６８４８－４０００。

sakozo

Family

親子で挑戦　
アロマテラピー

池
田市は、外出先でも安心して授

乳やオムツ替えが出来る「赤

ちゃんステーション」を市内の公共施

設に順次設置しており、１１月中に予

定していた１７カ所の設置を終える。

ベビーベッドやオムツ替え台、授乳用

いす、間仕切りを完備している。市の

子育て支援策の一つで、今後も設置場

所を増やしていく予定。

　１歳半の２女、麗乎

ちゃんのオムツ替えで市

保健福祉総合センター

（城南３）の赤ちゃんス

テーションを利用した千

葉智代さん（八王寺１）

は、「４歳の長女の時に

は、トイレを使うなど

困ったことが多かった。

便利になってうれしい」

と話す。利用は無料。

　　　　　　（進藤郁美）

Children

オムツ替えや授乳が便利に

赤ちゃんステーションは保育園、文化会館、図書館などに設置。
利用時間は施設により異なる

iku_mi_iku

パ
パの居場所をつくる――

　お家の中にパパの居場所はある？　

ふと見渡すと、子どものものばかりが

あふれている。パパのパソコンの上に

も、指定席のソファにも、子どものお

もちゃが散乱している。いつの間にか

ママと子どものための家になっていな

いだろうか。

　疲れて帰ってきても、自分の居場所

がないから、会社が一番落ち着く……

なんて声をよく聞く。

　パパが仕事を早く切り上げて帰って

きたくなる家って、どんな家だろう？

　そこにはパパの役割があるはず。家

事も育児も、「自分でやった方が早い」

と、パパから役割を奪っていないだろ

うか。パパがお風呂を担当すると決め

たなら、全面的に任せる。たとえ泣い

たとしても、「ママがいい」と言われ

ても、手を出さず、任せてみる。

　「私にできて夫にできないことはな

い」

　そんな風にどーんと構えてみてもい

いのでは。

　はじめからうまくいかなくて当たり

前。だけど長い目で見たら、パパが家

事や育児を楽しんでやってくれると、

ラクになるのはママ自身なんだから。

【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人の弁当と、

休日の朝昼晩の食事をつくるイクメ

ン。http://ameblo.jp/mamawriter/

Children

hirokosawaragi

夫を「イクメン」にする方法②

ひ
も付きおもちゃで夢中になっ

て遊んでいた桃吾（とうご）

くん。女の子みたいにかわいいお顔

をしたわんぱく坊やです。

Family

わが家の宝もの

　　　　中家桃吾くん
　　　　ママ　琴さん（池田市石橋）

sakozo

大
雨が降った後の砂場を見て、

「ありさんのお風呂だね！」

（３歳）

　畑にできているくっついたトマト

を見て、

「なかよしさんのトマトだね」（３歳）

　給食を食べている時、

「先生の大盛りご飯やなー。ギャル

そねみたいだねー」（５歳）

　雨が降っているのを見て、

「雨は宇宙から降ってきてるのかな」

（５歳）

sakozo

Children

子どものつぶやき
豊中文化幼稚園

お
母さんのかお

　　　　　◇

　大きな瞳が印象的！　キラキラと

輝いて見えます。

　いちかちゃんと一緒にいる時のお

母さんは、きっとこんな風に輝いて

いるんですね。

Family

　　　　　　萩原いちかちゃん
　　　　　　（豊中文化幼稚園）

sakozo

わたしのママ
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豊
中市南消防署はこのほど、駐

車場で意識も呼吸もなく倒れ

ていた８０歳の男性に胸骨圧迫（心

臓マッサージ）を行って救助した美

容師の松本全将さん（３４）と右田

史江さん（３４）に感謝状を贈った。

　９月１０日、男性が倒れているの

を松本さんの父親が発見。救命講習

を受講したことがある松本さんが胸

骨圧迫をし、通りがかった右田さん

と交代で救急車が到着する約４分

間、圧迫を続けた。男性は済生会千

里病院千里救命救急センターに搬送

され、後日、後遺症もなく退院した。

松本さんは「おじいさんが美容室に

お礼に来てくださって感動した」と

話していた。　＝情報提供・豊中市

sakozo

Life

お年寄り救助
消防署が感謝状

フ
ァーストシーン――

　魚が思うように釣れない時、誰もが

抱く疑問がある。「ホンマに魚おるん

かな？」。しかしそれを確かめるには

水の中に飛び込んでみるしかない。そ

れならばと３年前、ファーストシーン

（豊中市曽根西町４）の日夏昌彦代表

取締役が自作したのが「うみなかみる

ぞう君」のプロトタイプだった。

　釣り糸の先端に小型カメラを取り付

け、ロッド部分の液晶画面にその映像

が映し出される。初めて見たのは水深

２０メートルほどの日本海。ヒラメが

舞い、タコが踊る光景に感動し、「商

品化したら面白いのでは」と考えた。

　思ったことはすぐに実行するタイ

プ。しかし、会社はブライダル用の小

物を取り扱うのが本業だ。おおさか地

域創造ファンドに事業を申請、採択さ

れたが、まったく違う業界での仕事に

部品の発注さえままならず、ネット販

売を開始したのは２００８年９月のこ

とだった。

　その後は釣り具関係の展示会に出

展。もともと「あったらいいな」と誰

もが思っていた道具に人気が集まり、

マスコミにも取り上げられるように

なって順調な売れ行きを見せた。

　また、需要は意外なところにも生ま

れた。ダイバーを使わない橋脚の検査

や、水難救助に使おうと、行政からも

問い合わせが来るという。

　今年発売されたモデルでは、映像の

録画もできるようになった。ファース

トシーンは、そうして撮影された映像

を募集し、コンテストを行っている。

　「最近も親子で釣りに来る人は多い

が、子どもは１５分で飽きてしまい携

帯ゲーム機を始めてしまう。一緒にい

るのに、まるで会話がないのは寂しい。

『うみなかみるぞう君』を使えば、そ

こにいろんな会話が生まれるはず」

　今は前回紹介したブランケネーゼの

東忠男さんと協力し、たこ焼きのギフ

ト商品を開発中だ。これもまったく違

う分野への挑戦だが、日夏さんは少年

のように目を輝かせる。　（礒野健一）

「うみなかみるぞう君」を手にするファーストシーンの日夏昌彦代表取締役（手前中央）と社員の
みなさん

keniso

Bussiness

豊中・池田発ガンバルジャン③

子
どもと一緒にクラシックが楽し

める「エンジェルコンサート」

が、豊中市新千里南町の直原（じきは

ら）ウィメンズクリニックで開かれて

いる。もともと音楽が好きだった院長

の直原廣明さんが、病院のロビーにグ

ランドピアノを設置。管弦楽器の奏者

を加え、６年前から年に３～４回コン

サートを開催している。

　隣接するこどもクリ

ニックは、京都芸術デザ

イン専門学校の学生によ

るイラストが散りばめら

れている。直原さんは「病

院に明るく楽しいイメー

ジを持ってもらえれば」

と優しく笑う。

　次回コンサートは１２

月１２日（日）１４時か

ら。入場無料。

　　　　　　（礒野健一）

Family

病院でクラシックコンサート

10 月に行われたコンサートの様子。問い合わせは直原ウィメ
ンズクリニック 06－ 6871－ 0314

keniso

豊
中市のコミュニティーカフェ

「ｋｉｔｔｏ（キット）」が、

開店１周年記念イベント「スペシャ

ルな２日間」を開く。

　１１月２７日１０時半～１８時

は、多国籍ランチの販売や、使わな

くなった陶器や衣服の物々交換マー

ケット。

　１１月２８日は１０時半～１３

時、体に優しいブランチバイキング

（５００円）。１４～１６時、大人の

ための朗読会。ほかにも新鮮野菜市

や写真展、テーブルライナー作りな

ど、ユニークな催しが揃っている。

　会場は豊中市中桜塚２－２７－８

（桜塚ショッピングセンター２階）。

電話０６－６８４１－５１２０。

sakozo

Family

ｋｉｔｔｏ
１周年イベント
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街
道歩きは一休みとし、曽根駅の

周辺を散策した。駅西側の曽根

西町２丁目第１公園に、曽根遺跡の説

明板が立っていた。弥生時代後期の住

居跡、奈良時代後期の建物跡などが確

認されたそうだ。今はマンションとい

う住居になっている。

　近くの誓願寺に入ると、小さな木が

気になった。アシビのような小さな白

い花と、直径２センチ近いヤマモモの

ような肌合いの赤い実をつけていた。

インターホンを鳴らすと、寺の女性が

わざわざ境内に出てきて、「いただき

ものなので、名前はちょっと。お役に

立てずにすいません」と恐縮する。そ

の態度に、こちらの方が恐縮した。

　少し北に行くと、仏像を納めた堂が

あった。近くの男性は「愛宕（あたご）

堂と呼ばれている。昔はたいまつに火

をつけ、しし舞いも出るお祭りがあっ

たのだが」と、なつかしんだ。

　原田城跡を通り、説明板を読んだ。

「室町時代に書かれた足利季世記に、

天文１０（１５４１）年１１月、管領

細川晴元の家臣、木沢長政が原田城を

攻めたという記述がある」

　駅の東側、豊中市立中央公民館の敷

地にある石碑「三義塚」に寄った。毎

日新聞の先輩記者、西村真琴（まこと）

にちなむので、時々訪ねてみる。

　上海事変（日本軍と中国軍の戦闘）

の最中の１９３２年、西村は上海郊外

の三義里で傷ついたハトを見つけた。

三義と名付けて日本に連れ帰り、豊中

市の自宅で日本のハトと一緒に育て

た。西村は中国の文豪、魯迅に手紙を

送り、「西東　国こそ異（ちが）へ　

子鳩（こばと）等は　親善（したしみ）

あへり　一つ巣箱に」と書いた。

　魯迅は感激し、七言律詩「三義塔に

題す」を作り、西村に送った。詩は「度

盡劫波兄弟在　相逢一笑泯恩讐」でし

めくくられている。意訳すると「荒波

を渡って行けば兄弟がいる。会って笑

えば恩讐（おんしゅう）は消える」と

なる。石碑には、この詩が刻まれてい

る。ギクシャクした今の日中関係を反

省させるような碑である。 （梶川伸）

西村真琴と魯迅の戦時下の友情を示す三義塚

shin7000

Culture

能勢街道をゆく⑥　曽根周辺

店
内に飾ってある絵の前で満面の

笑みを浮かべているのは、ビス

トロ疋田（ひきた）のオーナーシェフ、

疋田恒朗さんだ。「お客さんが描いた

似顔絵がタマネギ。そっくりでしょ」

　疋田さんはシェフとして料理を作る

だけではなく、ソムリエの資格を持つ

ワインの専門家であり、フランスチー

ズ鑑評騎士という称号を持つチーズの

専門家でもある。さらにフードコー

ディネーターであり、ふぐ調理師だ。

　子どものころから、おいしく作るに

はどうしたらいいのかと、考えながら

料理するのが好きだった。料理人にな

りたくて、１５歳でホテルに入った。

「最初はまかない係。３６５日のおか

ず本を買った」と笑う。休日はレスト

ランや日本料理店で修行した。２７

歳の時、「無性に作りたくなった」と、

パーティー会場で作るなど、出張料理

人も始めた。これをきっかけに本格的

にフランス料理を勉強した。子どもの

ころは大嫌いだったチーズやワインに

もどっぷりのめり込み、２００４年、

ビストロ疋田をオープン。０６年には

チーズショップも作った。

　「食で幸せになる」という疋田さん。

「料理人は、子どもたちに夢を与える

仕事だと伝えたい」と、続ける。店で

は子ども向けの料理教室を開き、子ど

も向けコース料理（１５００円～）も

用意している。１１月３０日まで、「食・

農 ＯＳＡＫＡ ２０１０ 小学生アイ

デア料理コンテスト」（ＪＡバンク大

阪主催）で優勝した茨木市立彩都西小

学校６年３組の「ＷＥ ＬＯＶＥ大阪

産パラダイスランチ」を、レシピ通り

に再現している。１０００円（夜はパ

スタとデザートが付いて２８００円）。

　ランチは１０００円～５０００円の

コース料理が４種類。この冬のおすす

めを尋ねると、「最近は山梨ワインが

おいしい。甲州地鶏や甲州ワインビー

フと一緒に味わって欲しい」と言い

ながら、「自分で言うのもなんやけど、

ふぐのブイヤベースがむっちゃおいし

いですよ」と、タマネギそっくりの笑

顔を見せた。　　　　　　（進藤郁美）

【ビストロ疋田】豊中市本町4－1－27▽11時半～15時（ラストオーダー14時）、18時～23時（ラ
ストオーダー 22時）▽月曜休み▽ 06－ 6858－ 0909

iku_mi_iku

Gourmet

食で伝える幸せ　ビストロ疋田

折
込
広
告

折
込
広
告 初売りの案内

イベントの告知

読者とつくる地域密着新聞 の折込広告で集客力 UP

☎06-6346-8255 担当：岡田

告知告知

　　　そうか、
　　　　に折り込めば　いいんだね。

株式会社毎日新聞ローカル

☎06-4706-6667 担当：小栁

株式会社新広社

お問い合わせ

豊中北部・池田南部の世帯に届く
最大 10 万 8000 世帯

街ごとに配布エリアの指定が可能

1000 部から配布が可能

sales-toyonakaikeda@machigoto.jp
※折込広告は、配布エリアと広告のサイズで料金が変わります。
※配布エリアは、マチゴトの公式 WEB サイトに掲載しております。
※広告掲載には、事前の審査があり、お取り扱いできない場合があります。

年末セー
ルへの集

客
マチゴトの折込広告はここが違う！

例）B5サイズは 2.5 円×1000 部＝2500 円（税別）

ご近所だけでも配れます

AD



Thank
You
てがみのもじがよめて、うれしかった

わたしは　７５さいで　はじめて　えんぴつを　もちました。くるしみました。
いえに　かえって　なんども　かばんを　かべに　ぶつけて　ながめました。

（だれの　ためでもない。じぶんのために　いこか）とおもいました。ある日、スーパー
で　おにぎりを　かうとき、「さけ」という　もじがよめました。むすめが　はじめ
ての　てがみを　くれました。「いままで　しんぱいかけて　ごめんなさい。すこし
だけど、きもちやから　おいしい　もの　たべて」と　よめました。いちもじも　
しらなかった　わたしが　やかんちゅうがくに　きて　まなんだ　おかげで、じが
　よめた。でんわよりも　てがみの　もじが　よめて、うれしかった。おおきな　
たからを　みにつけました。（豊中市立第四中学校夜間学級の生徒の作文から＝抜粋）

shin7000

Present

出口美保リサイタル招待券プレゼント

豊中市在住のシャンソン歌手、出口美保さんが１２月４日（土）、大阪市中央区
大手前４－１、ＮＨＫ大阪ホールで「リサイタル２０１０」を開く。出口さ

んは菅美沙緒に師事、１９６８年に「ザ・ラストワルツ」でデビューした。開場１７時、
開演１７時半。前売り５０００円、当日５５００円。
　マチゴトはリサイタルのチケットを１０組２０人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うえ、〒５３０
－８２５１大阪市北区梅田３－４－５　毎日新聞ローカル（１１月１８日号）まで
お送りください。１１月２６日消印まで有効。発表はチケットの発送をもって代え
させていただきます

shin7000

Thank
You
チャリティーライブへの来場ありがとう

人生半ばで、ある日突然、病気や事故などによって障害を負う中途障害の啓
発活動の一環として、１０月３０日に「浜村淳・桜井一枝チャリティーラ

イブ」を開催しました。台風の影響が心配されましたが、当日は会場が満席となる
１５００名の方がご来場くださいました。「今日は来てよかったです」「素敵なライ
ブを有難う」などの声が数多く寄せられ、約半年に渡る準備の苦労が吹き飛びました。
障害だけに限らずどんな場面でも「他人事ではなく、自分のこと」という相手への
思いやりがあれば、私たちの社会は見違えるように暮らしやすくなると思います。
　ポスター掲示やチラシ配布などに参加された皆様、当日会場に足を運んでいただ
いた皆様、有難うございました。（豊中きらら福祉会　工房「羅針盤」　山河正裕さん）

shin7000

投稿は、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）。　

編集室のつぶやき

Thank
You
石田くりり　ジャンガリアンハムスター

クリスマスのころ、わが家に来まし
た。寒い時期なのでナッツ類で育

てるよう、ペットショップのお兄さんの
アドバイスが。そのおかげで風邪もひか
ず元気ですが、体重は標準の１．５倍！
　むくむくしてて、そこがまたかわいい。
回し車はどちらかというと、ゆりかご代
わり。よくねんねしてます。
　　　　　　　（池田市、石田ひとみさん）

sakozo

ジャンガリアンハムスターのくりりちゃん

Thank
You
逸翁美術館３万人　ありがとう

逸翁美術館は、２００９年１０月４
日、現在の場所に移転し、新しく

開館しました。阪急東宝グループの創業
者、小林一三が「茶道の楽しみ」などの
ために収集した作品を展示しています。
１１月９日、開館以来３万人の観客をお
迎えでき、これ以上の喜びはありません。
今後とも多くの方々に楽しんでいただけ
るよう努力していきます。（逸翁美術館）

keniso

伊井春樹館長（右）と 3万人目の入館者
の村尾展子さん（左）、阿萬ときえさん
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