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四條畷市では︑土井一憲市長と︑市内唯一の

大学である学校法人大阪電気通信大学の成瀬淳

理事長︑同大学総合情報学部デジタルゲーム学

科のいしぜきひでゆき教授の三者が昨年末に官

土井市長は﹁大阪電気通信大学のポテンシャ

民協働プロジェクトに向けて懇談した︒

ルに大いに期待している︒大学と行政がそれぞ

れに化学反応をおこ

し︑さらにまちの魅

力へと進展を目指

イベント情報・プレゼント

成瀬理事長は︑

7面

す﹂︒

エレベーター！
【電動車椅子でGO! 9】
【まちの小さな映画館より 29】芸術の秋！

﹁地域貢献は重要で

6面

あり︑今にとどまら

植物園のかたすみから〜季節便り
−SORAの皆さんと、
一緒に
【韓食ワンダーランド】風呂上がりのバナナ牛乳

ない事業を創出して

5面

▶右から成瀬理事長︑土井市長︑
いしぜき教授

【食卓の風物詩 13】檸檬／レモン
森のリゾート
［アイ・アイ・ランド］

いきたい﹂と語り︑

【アゴラの目】

4面

協働プロジェクトが

市が抱える課題を受けて−門真市
小学生の稲刈り体験−南山城村
3面
ITを活用した
健康生涯活躍のまちづくり−枚方市

始動した︒

INDEX

2面

大学は
地（知）の拠点
─四條畷市─

文部科学省は、平成27年度から、「地（知）の拠点大学
による地方創生推進事業」を提唱。
地方創生の中心となる「ひと」づくりの一環として、
地域活性化に向けて立案づくりから実施までを試行錯誤
しながら行う学生の主体的な学びに着目している。

学生パワー全開！

11

月

﹁室池いきもの王国﹂

13

日︵日︶︑市内緑の文化圏・むろいけは︑
大学院総合情報学研究科

﹁学生にいい機会を与えて

もらって市に感謝﹂と語る

大学の先端マルチメディア

合同研究所映像ディレクタ

ーの眞下義和さんは︑映像

いしぜき教授は﹁アプリ

表現のプロとしてサポート︒

開発や動画配信など大学で

環境が整っています︒学生

デジタルアート・アニメー

は実学で社会と接点を持っ

ション学専攻の川瀬和輝君︑ は ︑ プ ロ の ク リ エ イ タ ー が

ション学科の西本舞衣さん

ています︒ゆくゆくは︑他

カードゲームやアプリを楽しむイベントスポットに

︵３年生︶が議論を重ね︑

の自治体ともこのアナログ

なる︒森林生態系の宝庫で繰り広げられる﹁室池い

子ども︑ファミリー層を中

使う最新鋭の機器や専門分

心に何度でも訪れたくなる

テンツを使い︑観光地や名

とデジタルの融合したコン

子どもたちが大好きな虫

所などの周知・集客を仕掛

仕掛けづくりを考えた︒

けて︑地域連携プロジェク

たちの地道な作業で生まれ

やその他のいきもののオリ

た﹁室池いきもの王国﹂は︑

ジナルトレーディングカー

春夏秋冬と︑一年を通じて

トを発信したいと考えてい

役は﹁人と関わる職業を目

オなど

新たなバージョンが制作さ

ます﹂と意欲満々だ︒学生

指す﹂という川瀬君︒三木

れる︒

ドや室池の魅力を感じるア

君はオリジナルカードづく

▼四條畷市役所政策企画部

プリ︑プロモーションビデ

り︒動画配信は寺本君が統

︒チームのまとめ
…

括︒そして︑西本さんは三

秘書広報課︻問︼☎０７２・

■アプリの配信やQRコードなどの情報は、
11月13日
（日）
に公開予定。

８７７・２１２１／☎０７

❸「森の工作館」
または
「アイ・アイ・ランド」
でクイズシートを渡し、全問
正解したら、
箱の中からトレーディングカードを１枚引くことができます。
※クイズシートとマップやトレーディングカードの受け渡しは、
「森の工
作館」
または
「アイ・アイ・ランド」
の開館時間内に限ります。
（１１月までは9：00〜17：00、12月〜来年2月までは9：30〜16：00）
※一度引いたトレーディングカードの交換はできません。

木君のカードゲームのアイ

❷マップをもとに室池周辺を巡り、
ヒントプレートを参考にクイズの答え
を記入します。

デアをイラストで表現した

❶「森の工作館」
または
「アイ・アイ・ランド
（４面広告参照）」
の入口に
並べられたクイズシートとマップをもらいます。

︵下段広告も西本さん作︶︒ ４３・７１・０３３０

トレーディングカードを
ジャンケンバトルで
集めたら、
あそぼう！

野での技術性を追求できる

▲前列左からいしぜき教授、眞下さん、後列左から三木君、
寺本君、西本さん、川瀬君

三木基行君︑寺本和晃君︑

たくさんゲットしよう！

デジタルアート・アニメー

トレーディングカードを

市の総合戦略協議会委員長を務めるいしぜき教授

何回もチャレンジして、

きもの王国﹂︒

の指導の下︑学生がシステムづくりをした︒

大阪電気通信大学×四條畷市 協働プロジェクト

香里ケ丘けやき教室

●京阪本線
「寝屋川市駅」
「大阪駅」
10
：
00〜12
：
00
11月17日
（木）
阪急グランドビル26Ｆ 会議室12号 ●JR
各線「梅田駅」
10：00〜12：00 ラポールひらかた 研修室4 ●京阪本線「枚方市駅」
11月21日
（月）

●近鉄各線
10：00〜12：00 東大阪市布施駅前リージョンセンター 和室 「布施駅」
11月25日
（金）

女性スタッフとお茶を飲みながら、
カジュアルな雰囲気で
【カフェ説明会】※前日までに要予約

11月 5 日
（土）10：30〜12：00 京阪百貨店モール本館1F
「コカルド ラ・テラス」●各線「京橋駅」
10：30〜12：00 カフェ
11月12日
（土）

現役の学研教室のせんせいから直接お話が聞ける
【カフェ＆トーク】※前日までに要予約

「FASCINO」
10：30〜12：00 なんば高島屋7F LOBBY CAFE
11月16日
（水）

●各線
「なんば駅」

■お子様連れもOK。
また、
ご希望に合わせ、
個別対応も可能です。詳しくはお問い合わせください。
お問い合せ
お申し込み

受付時間／月曜日〜金曜日 9：00〜17：00
（祝・休日をのぞく）

【学研教室】大 阪 東 事 務 局
吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル11F

http://www.114154.com/
学研教室

先生

検索

19

日未明︑門真市内の民家に男が

〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目8番4号 朝日プラザ西天満 303号

TEL.06‐6316‐8040 FAX.06‐6316‐8041 http://www.civil.or.jp/

10

月

シヴィル法律事務所

侵入し︑就寝していた家族４人を刃物で

殺傷し︑父親が死亡するという事件が起

きました︒窓ガラスを破って男は家の中

に侵入し︑２階で寝ていた父親を何回も

凶器で刺して失血死させており︑強い殺

意と犯行の計画性がうかがわれます︒し

かし︑男と被害者家族との接点は明らか

ではなく︑犯行の動機もいまだ不明のま

まで︑男は統合失調症だったのではとも

言われています︒今年７月に相模原市の

info@kskj.jp URL http://kskj.jp

■税理士法人 京阪総合会計事務所（近畿税理士会所属・登録番号1232）■疋田 英司
（近畿税理士会所属・登録番号103619）

弁護士法人

障害者施設で起きた殺傷事件の犯人も精

アゴラ読者は、
初回1時間無料！
ご予約時に
「アゴラを見た」
とお伝えください。

犯行が精神疾患によるものだとすれば︑

ご相談は事前に予約してください。

神疾患での入院歴がありました︒

犯人に法的責任を問うことは困難です︒

なおさら犯行を防ぐ手立てがなかったの

か悔やまれますが︑精神疾患は︑本人に

京阪総合会計事務所

TEL 072（805）5252 FAX 072（805）5253

料

参加無

10：00〜12：00 アルカスホール 会議室
11月11日
（金）

病識のない場合が多いためなかなか治療

●経済産業大臣認定「経営革新等支援機関」
・近畿税理士会成年後見支援センター相談員

学研教室
【お仕事説明会】お気軽に説明会へ
お越しください。

に結びつかないようです︒人権侵害にわ

配偶者控除廃止の議論は、
とりあえず先送りか棚上げか不明だが終息したようだ。
議論の中心は
「103万円の壁」
があるため、女性が働けないという問題。
しかし、配偶者は
「働きたい女性」
だけではない。男性もいれば、家庭や心身の
事情から働けない人もいる。最低生活費には課税しないとする憲法の原則を
覆す大転換なのだが、あまりその重要性は語られていなかった。そのあたり
の問題があってか、議論はとりあえず消えたようだ。
税理士
ところで、見直しが必要なのは寡婦控除ではないか。
疋田 英司
寡婦控除とは夫と死別または離婚し子がいる場合は、35万円の所得控除がある。
しかし、同じ条件でありながらシングルマザーには税の優遇はない。税の負担に差があるのだ。
配偶者控除をなくす議論の前に、
目を向けるべき差別的課題は山ほどあるのだが・・・
弱い立場の人の実生活に目を向けた税の議論が望まれる。使われ方も含めて。

「学研教室の先生」
ってどんなお仕事？

たらない精神保健上の何らかの支援措置

税金や相続、経営に関する
お悩みを抱えていませんか

甲斐 敦江 先生

「熱すぎるかしら」
と、思わず苦笑い。厳しさと温かさ の会話がコミュニケー
のメリハリある指導が定評の甲斐敦江先生の座 ション能力を高めると
右の銘は、至誠にして動かざる者は、
いまだこれあ の考えです。
ご自宅教
らざるなり（孟子）
。
「誠の心をこめて、尽くせば動か 室と第２教 室の２か
なかった人など今まで誰もいない」
との意味どおり、 所で学研一筋、
イキイ
子どもたち一人ひとりの心に届き、最初は落ち着き キとお仕事をされてい
のなかった子もきちんと机に向かうようになりました。 ますが、
５年前までは
凛とした雰囲気のなか、異年齢の子どもたちは、苦 専業主婦でした。おやつのりんごを半分に切った
手の克服や、先取り学習など学習速度に合った教 断面を見せて果実の成り立ちを教えたり、歌を教え
材で、
それぞれの目標に向かって頑張っています。 て語彙力を高めたり、二人のお子さんの教育に心
ことわざの書かれた出席カードは、知らない言葉を 血を注いでいたのは、家庭も教室も一緒。真心こ
辞書で引くなど、年齢を問わない生きた学習です。 めて一生懸命に子どもたちの成長をサポートする
また、
あいさつや敬語の使い方、質問の仕方など、 熱きハートが、学研教室の子どもたち一人ひとりに
勉強だけでなく徳育面も大切に指導。先生と生徒 も、豊かに注がれています。

を考案する必要がありそうです︒

配偶者控除と課税最低限の問題

市が抱える課題を受けて

TEL 06-6992-1221（代表） FAX 06-6994-1691
執務時間/月曜日〜金曜日 9：00〜17：30 閉庁日/土・日・祝日、年末年始（12月29日〜翌1月3日）

〒570-8666 京阪本通２丁目５番５号

門真市では︑７月︑宮本

1F

▽正面玄関ロビー
▽総合案内 ▽情報発信コーナー
▽証明書発行コーナー
▽パスポートコーナー ▽市民相談室
▽赤ちゃんの駅 ▽ATM

の現場に寄り添ってきた︒

▽会議室
▽守衛室（夜間受付窓口）

宮本一孝門真市長は︑
﹁親

2F

▽総合窓口課 ▽会計室
▽指定金融機関
▽情報コーナー ▽記者クラブ

月１日︑久木元秀平氏が

3F

10

一孝氏の市長就任に伴い︑

▽保険課 ▽保険収納課
▽課税課 ▽納税課

そういった経験を踏まえ

▽地域振興課 ▽子育て支援課
▽放課後こども課 ▽保育・幼稚園課
▽赤ちゃんの駅 ▽こども政策課

のネグレクト︵育児放棄︶︑

▽生活福祉課 ▽高齢介護課
▽障害福祉課 ▽福祉総務課

4F

新教育長に任命された︒

▽市長室 ▽企画課
▽財政課 ▽財産活用課

る一方で︑大阪市立大学の

5

▽広報広聴課 ▽人事課 ▽総務課
▽法制文書課 ▽監査委員事務局
▽選挙管理委員会事務局

生活保護率︑学力の低下な

どの問題が山積しているが︑ 社 会 人 大 学 院 ﹁ 創 造 都 市 研

▽教育長室 ▽市教委・総務課
▽学校管理課 ▽学校教育課
▽保健給食課 ▽環境政策課

久木元教育長は︑大阪府

年間のキャリアに

▽守口市国際交流センター
▽守口市社会福祉協議会
▽会議室

庁での

究科﹂で学びを深め︑﹁ソ

本市においては︑若年出産

ーシャル・キャピタルと大

年に門真市に副市

が多いことが大きな要因で

「学研教室の先生！」❾

加え︑

長として迎えられ︑市の行

学の地域貢献﹂︵大阪公立

人と人との信頼関係︑ネ

あり︑適切な家庭支援施策

市が抱える課題のひとつと

ットワークなどによる﹁地

政改革に着手︒２年余り︑

府庁に復帰後︑府の生活文

して子どもの貧困と家庭支

手腕を発揮した経緯がある︒ を構築する必要がある﹂と︑ 大学共同出版会︶を著した︒

化部少子対策課長などの役

ピタル︵社会関係性資本︶

域力﹂︒ソーシャル・キャ

久木元教育長は︑府の健

が高い教育効果をもたらす

援をあげている︒

大阪府立阿倍野高等学校校

康福祉部医療対策課︑同児

職を経て公募校長に転じ︑

長在任中に︑今回の抜擢と

6F

▽大阪府守口保健所

▽消費生活センター ▽下水道管理課
▽都市計画課 ▽道路課 ▽公園課
▽コミュニティ推進課 ▽生涯学習課
▽建築指導課 ▽建築課
▽スポーツ・青少年課 ▽人権室
F

〒573-1192 枚方市西禁野2-4-17 第5松葉ビル3F

と︑大学や学生の地域社会

▽教育センター

7F

北エリア
▽議会事務局 ▽正副議長室
▽会派控室 ▽会議室

守口市役所 新庁舎

税理士法人

づくりの地域貢献活動に着

▽ロビー ▽危機管理室
▽行政委員会会議室（災害対策本部）
▽企画課・情報係
▽市民交流スペース ▽物販コーナー

童家庭室家庭支援課に在職

▽議場 ▽傍聴席 ▽防災無線室

中︑小児救急医療体制や子

⇦

なった︒

⇨

駐

行

通

方

一

多角的な視点を持つ新教

行

通

方
一

場

輪

目している︒

場

南エリア
別館

時間

車

北エリア 本 館

体制のシステム化を整備︒

駐

阪

大

至

▽日本年金機構守口年金事務所

正面玄関
▼

ども家庭センターの

1号

道

国

9F
8F

▽大阪府守口保健所

都

また府立高校の校長として︑ 育 長 の 今 後 の 動 き に 注 目 し

線

10F

▽議会運営委員会室
▽委員会室

京

﹁地域︑子ども・家庭︑学校﹂ たい︒

北エリア

南エリア

新庁舎案内図

▽会議室

至

街の
あなたの

24

06 36

真心こめて尽くす

南エリア

正面玄関

食では︑﹁同じ釜の飯﹂に

守口市役所が新庁舎（元三洋電機本社
ビル）に移転。新旧交代した玄関受付。

新教育長に久木元氏が就任

─門真市─

京都府南山城村での耕作

─守口市─

よって︑世代を超えた絆が

新庁舎でこんにちは

〈2〉

昨年、
約60年ぶりに教育委員会制度が見直され、
「新教育長」
が
各地で誕生している。
いままでは、
都道府県や区市町村の教育委員
会には、
教育行政の責任者である教育長
（常勤）
と、
合議制の執行機
関である教育委員会の代表者の教育委員長
（非常勤）
がいたが、
「2
人の
『長』
では責任者があいまいになる」
と、
教育長に一本化され、
首長が議会の同意を得て、
教育長を任命する事となった。

▲久木元秀平新教育長

放棄地を活用した地域づく

▶新米をいただきま〜す

南山城村

地域社会づくりに︑大学の教育力と学生パワーが

名が同センターの公

月初旬︑守口市内の小

10

り活動をここに紹介しよう︒ 結ばれた︒

学生

15

見直されている︒

久木元門真市教育長︵右記事︶は︑ソーシャル・

キャピタル︵社会関係性資本︶を高めるために︑学

う大学生たち︒作業を通し

─守口市─
生は住民活動の潤滑油になると期待する︒

て︑双方に思いやりと尊敬

自然豊かな大地のもと︑

に育ちあう場と考えます︒

終了後︑大学所有の古民

募に応じ稲刈りを体験した︒

﹃全人教育﹄は︑本学の理

の感情が交わされた︒

2016年
（平成28年）11月1日
（火曜日）

大阪国際大学・短期大学部

地域協働センターは︑

大阪国際大学・短期大学

念です︒地域での絆を活性

鎌を手にする子どもたちの

部

化させ︑より幅広く︑大学

真剣な様子と︑懸命に手伝

自治体・各種団体等と連携

地域協働センターの取り組み

協定を結び︑大学と地域を

家︵薫笑庵と命名︶での昼

小学生の稲刈り体験

と地域の方々と交流を深め

い情熱・力を地域へ発信で

ていきたい︒若い学生の熱

きれば幸いです﹂と語る︒

つなぐ橋渡しの役割を果た

学生や教職員たちのボラ

している︒

ンティア活動は︑地域住民

向けの講座や防災マップ作

成︑地域イベントや空港で

の外国人へのアテンド︑デ

パートとのコラボ商品開発︑

多岐にわたる︒
…

過疎地や震災被災地への支

援︑まちづくり︑農業振興

と
椙村博センター長は︑
﹁大

学は教育・研究だけでなく︑

地域貢献をして地域ととも

第316号
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弁護士

河原林 昌樹
あなたの幸せのパートナー
取り扱い業務
民事一般（不動産・交通事故等）
・
家事（離婚・相続・後見）
・自己破産・
個人再生・刑事・行政手続等

西川クリニック便り
クラ ミ ジア 子 宮 頸 管 炎
性 行 為 の 経 験 を も つ 女 性 が ︑お り も の の 異 常 ︑性
交 時 の 出 血 ︑下 腹 部 痛 ︑右 上 腹 部 痛 な ど の 症 状 を 訴
え た 場 合 は ︑ク ラ ミ ジ ア の 性 行 為 感 染 症 を 疑 い ま

す ︒ク ラ ミ ジ ア は ︑性 行 為 に よ り 子 宮 入 口 の 子 宮 頸

管の細胞に感染し子宮頸管炎の原因となります︒症

状がないことも多く︑おりものの異常が唯一の症状

で あ る こ と も 多 い 性 行 為 感 染 症 で す ︒そ の 一 方 で ︑

クラミジアが子宮頚管から腹部に向かって感染す

ると︑子宮内膜炎︑卵管炎︑卵巣卵管炎を引き起こし

ま す ︒さ ら に ︑感 染 が 卵 管 を 通 じ て 腹 腔 内 へ 移 動 す

ると骨盤腹膜炎や右上腹部に痛みを伴う腹膜炎な

ど を 起 こ し ま す ︒ま た ︑ク ラ ミ ジ ア に よ る 卵 巣 や 卵

管炎を治療せずにおくと︑卵管の通過障害による不

ク ラ ミ ジ ア 子 宮 頚 管 炎 の 診 断 は ︑子 宮 頸 管 か ら

妊や卵管妊娠の原因にもなります︒

綿棒で検体を採取し︑核酸増幅法などにより行いま
す ︒ク ラ ミ ジ ア 抗 体 検 査 は ︑今 ま で の ク ラ ミ ジ ア 感
染があれば陽性になる可能性がある検査です︒治療
後も抗体陽性期間が続くため︑今現在の感染の診断
や治癒の判定には不向きですが︑クラミジアの検査

医療法人 西恵会 西川婦人科内科クリニック 大阪市中央区備後町4丁目1番3号 御堂筋三井ビル１階 TEL.06-6201-0317（代） http://www.nishikawa.or.jp

│枚方市│
ＩＴを活用した
健康生涯活躍のまちづくり

【診療科目】
［婦人科］不妊症外来、
流産・不育症外来、
更年期外来、
超音波外来、
体外受精・顕微授精外来、
乳腺外来、
びらん・ガン外来、
一般婦人科、
婦人科ドック、
ブライダルチェック［内 科］
一般内科、健診［放射線科］
一般撮影、各種透視

枚方市が支援
関西医科大の取り組み
どに送る︒健康への気づき

ンが︑同じ活動をしても脈

駆的な取り組みに対し︑内

康寿命の延伸につながる先

◀友田関西医大学長︵右︶︑
腕にリストバンドを装着する伏
見枚方市長︵左︶

科大の健康寿命促進の取り

６４９・７０１４

事 務 局︵佐 藤︶℡０８０・１

み重ねることが大切︒気づきがあれ

─門真市─

─門真市─

がいることからその人の基
そのデータは健康創生ス

礎体力がわかる︒
テーションのサーバーに送
信され自動解析︒健康問診
や性格特性︑行動心理学に
基づき︑その人が興味を持
てそうな情報を利用者のス

から︑生活習慣病予防につ

マートフォンやパソコンな

度︶・脈拍数・睡眠時間を

生ステーション構想として︑ 身 体 活 動 量 ︵ 歩 数 ︑ 運 動 強
ながるというもの︒

時間の

計測する︒日々どのくらい

首に付け︑毎日

ＩＴを活用した生活習慣予
動いているかで生活パター

関西医科大学は︑健康創

防のための市民向けの実証

が上がる人と上がらない人

市は︑こうした市民の健

実験を開始した︒
生体センサー付きのリス

まちづくりである﹂と期待
▼ホームページで先月から
市民モニターを募集してい

〜１００

名を対象に実施︒データを

る︒
︵定 員 に な り 次 第 終 了︶

http://hcstation.jp/

組みは︑地域連携の協働の

伏 見 枚 方 市 長 は ﹁ 関 西 医 ︻問︼健康創生ステーション

稼働を検討する︒

収集して次年度以降の本格

実証実験として

を活用して支援︒本年度は︑ を寄せる︒

閣府地方創生加速化交付金

トバンドを利用登録者の手

▶腕につけるだけなので
日常生活で使える︒

ば人間は必ず変わる﹂と︑患者のリ

医療法人 協仁会

同大学健康科学センター・
木村穣教授が提唱

病院内に開設

ハビリのために医療機関とフィット

こまつケアプランセンター

が陰性であっても︑抗体が陽性で臨床的にクラミジ

自己責任となっているが︑患者さん

木村教授は︑﹁病気は患者さんの

治療で各界から注目されている︒

が悪いのではなくヤル気にさせない

した健康科学

ネスクラブや家庭などでＩＴネット

介護保険指定（認知症対応型共同生活介護施設）

ア感染を疑う時には︑軽度な卵管周囲炎あるいは腹
腔内感染が考えられ︑
治療が必要となります︒

本事業は︑同大附属病院木村穣教
来の急性期医療のやり方では間にわ

授が心臓循環器の専門医として︑従
ないと︑予防医療の必要性を提唱︒

医者が悪い﹂と断言する︒﹁生活習

センターにフ

の研究を始め︑ 慣 病 も 目 標 を 設 定 し て 成 功 体 験 を 積

２０００年から生活習慣病について

ィットネス機

ワークを構築し︑健康科学センター

宣伝効果になる︒利用者︑

FAX：072（823）1588

クラミジア子宮頸管炎には︑経口の抗生物質であ
る ジ ス ロ マ ッ ク ︑ク ラ リ ス ︑ク ラ ビ ッ ト な ど の 服 用
により︑治療が期待できます︒治療の判定には︑子宮
頚管からの検体のクラミジア検査で行うことにな
り ま す ︒下 腹 部 痛 や 右 上 腹 部 痛 を 認 め る 場 合 ︑骨 盤
腹膜炎や腹膜炎も疑われます︒軽症であれば経口の
抗生物質で治療が可能です︒一方で強い腹痛を伴う
重症例は︑入院管理の上抗生物質の点滴治療が必要
となります︒
のどに感染する咽頭クラミジア感染もあります︒

企業︑事業者などがそれぞ

で遠隔医療を実施している︒

器を導入する

生体センサーのデータで

れのメリットを得るという︒

日曜 午前
診療有

▲昨年、第7弾のかどま元気バルの様子

クリニックこまつ 在宅医療室

メディカルフィットネスこまつ

こまつホームヘルパー養成研修所

曙 光

住宅型有料老人ホーム

▶木村穣教授 な ど 先 駆 的 な

その人の行動パターンに応

利用者の潜在的な心理を解

協仁会グループ 関連施設

─大阪市─

な ご や か ・ 第２なごやか ・ 第３なごやか

─門真市─

地域医療と福祉に貢献してまいります。

門真を味わう 第8弾 かどま元気バル

ま わ り

ホスピス
（緩和） ひ

小 松 診 療 所

FAX：072（823）1861

TEL：072（823）1522

つ くし

病児保育所

こま つ

訪問看護ステーション

感染の可能性がある場合は︑咽頭から綿棒で擦過し

じた健康関連情報を提供す

析することで需要が高まる︒

入場無料

前寝屋川市長の馬場好
弘氏は、春の叙勲で旭日
中綬章を受章。
10月4日、記念祝賀会が
市内ホテルで盛大に開
催された。北川法夫現寝
屋川市長が功労を讃え
る祝辞を述べた。

こまつデイサービスセンター

FAX：072（823）3834

TEL：072（823）1521

（内科・小児科）

小 松 病 院 日本医療機能評価機構認定病院

TEL：072（823）1521〜3

FAX：072（823）2122

〒572-8567 寝屋川市川勝町11-27

た検体やうがい液から︑核酸増幅法によりクラミジ

るのは︑スポーツジム︑低

﹁まず目標を決めて︑その

クリニックこまつ 日本医療機能評価機構認定病院

〒572-8567 寝屋川市川勝町11-1

TEL：072（823）1721

松 柏 苑

介護老人保健施設

（人間ドック・各種健康診断実施）

〒572-8567 寝屋川市川勝町8-2

アを検出します︒クラミジア咽頭感染の治療は子宮

カロリーメニューの外食や

こす﹂が木村教授の座右の

補助犬って
なぁ〜に？

健康食品︑機器など多彩に

銘︒ヘルスケアビジネスモ

目標から逆算して行動を起
また利用者による商品評

デルとしても興味深い︒

そろえる︒

価はウェブサイト︵食べロ

会 場 寝屋川市中央公民館 講堂
（総合センター２F）

バルバッチをひとり一個（500円）購入することで参加できる、食べ歩き・
飲み歩きのイベントで、
はしご酒を楽しめます。
バルイベント期間中は、当
日限定メニューや特別メニューが盛りだくさん。初めてでも気になるお店
や有名店を、気軽に楽しむことができます。飲食店は1ドリンク1フードをバ
ル特別価格（基本500円）
で提供、物販・サービス業は自由なメニュー。
●東エリア
［古川橋・大和田・萱島・南門真］
11/10（木）〜12（土）
●西エリア
［大日・守口・西三荘・門真］
11/12（土）〜14（月）
主催：かどま元気バル実行委員会/企画：かどま酒プロジェクト実行委員会/
運営：飲食店元気塾

医療法人 協仁会

１２：４５〜１５：３０
（開場１２：３０）

─枚方市─

「命こそ宝」をスローガンに、協仁会グループは

50

10月8日、守口門真商工会議所の第17
回会員大会が開催。優良企業、優良従業
員表彰などが行われた。

グループホーム

寝屋川市障害者団体協議会２５周年記念式典

▲市民に使い方を伝える、健康創生
ステーション事務局の佐藤由香さん

体育の日、門真市の秋の風物詩と
なった「ふれ愛・にぎわい！ラブリー
フェスタ」
が開催された。毎年、恒例の
「大阪メチャハッピー祭」
が繰り広げら
れ、大阪電気通信大学、大阪国際大
学、摂南大学もブース参加した会場
は、多くの来場者で賑わった。

〒572-8567 寝屋川市川勝町11-6

補助犬
（火）
日 時 平成28年１２月６日

24

グ形式︶にアップ︒店舗の

補助犬の正しい知識と理解のための啓発の一環として開催。
利用者の補助犬との実際の暮らしについてのお話や、
日本補助犬協会の安杖直人さんによる
セミナーとデモンストレーション。

─寝屋川市─

日本人間ドック学会 人間ドック健診施設機能評価認定

健 康 管理センター

お問い合せ：寝屋川市障害福祉課 ☎０７２-８２４-１１８１
主催：寝屋川市障害者団体協議会

頸管炎に準じて行い︑性器の感染と同様に治癒判定

︵さかた まさひろ︶

45

10月4日、寝屋川市工業会主催「ビジネス未来塾VOL.1 拓
殖大学客員教授・石平氏講演会」
が開催された。
「 中国経
済・政局の最新事情について」
テーマに、中国の現状と今後
の予測が語られた。
地域密着の中小企業に
とって、
アジアの大国であ
る中国の最新事情を知る
ことの重要性から
「中国
問題の第一人者」
の石平
氏の講演を企画。同工業
会では、経済がグローバ
ル化する中、企業人が学
びを続けている。

医療法人 協仁会

参考文献 産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編２０１４

坂田 正博

大阪大学医学部卒／医学博士
日本産科婦人科学会 専門医
日本生殖医学会 生殖医療専門医
日本内分泌学会 内分泌代謝科 専門医・指導医

19

10月１３日、市役所内でイー・
ラーニング研究所（本社・吹田
市）
は、枚方市子ども青少年部
子ども青少年課へ、
フォルス学
習システムと自社タブレット端末
120台を寄贈した。
今回の寄贈は、
イー・ラーニング
研究所の企業理念と、枚方市
の子ども食堂の取り組みが一
致していることから実現に至った。 ▲贈呈式と枚方市長（左）

医療法人 協仁会

を行うとよいでしょう︒

放送中

﹁ドクター西川潔 の幸せクリニック ﹂毎週水曜日
・ FM91.9MHz 時 分〜
ラジオ大阪 AM1314khz

地域の人の健康は
枚方の
発展につながる

2016年
（平成28年）11月1日
（火曜日）
第316号
〈3〉

初乗りのハードルが下が

すが︑同業者間でも自由な

験﹂が行われたりするので

業種なのでこんな﹁実証実

る効果で︑アンケートでは

安いようです︒

下げに向けた実証実験の結

タクシー初乗り料金引き

果が国土交通省から発表さ

競争が行われているハンバ

の外食チェーンでは日常的

ーガーや居酒屋︑牛丼など

に起こっている現象という

６割の人が料金が下がれば

ていた由︒価格が下がれば

金融界もそうですが規

利用回数が増えると回答し

需要が増えるというのは経

現在東京では一般的な

初乗り料金が７３０円︑２

のは皆さんお気づきですね︒

れました︒

㎞を超えると２８０ｍ毎に

済学の基本原理の一つ︑業

制の厳しい︵規制に守られ

た︶タクシー業界にも︑料

円加算となっています

が︑これを初乗り４１０円︑ 界 と し て も そ こ を 狙 っ て い

ただ︑乗客の行動が全く

金の問題だけでなく一般人

るのでしょう︒

のドライバーをネットで活

円加算にする

変わらなければ値下げの分

１・０５９㎞を超えると２

だけ売り上げが減り︑コス

３７ｍ毎に

というもの︒１㎞の近距離

80

90

〈4〉

いまはレモンコショウがブ

塩レモンのブームは定着し︑

アメブロ
年金・保険ランクング
1 位を獲得！

がん保険選びの、無料動画を公開中
今すぐ検索！

登録一切不要で
ご覧頂けます！

保険プラザ寝屋川

鶏の塩レモン焼き

↓
↓

識し︑道を歩くときは︑そ

ームとか︒塩レモン︑あな

がん保険の選び方！

レモン

の匂いを独り占め︒なんと

たのお家の冷蔵庫に眠り姫

いつか

名短篇﹁檸檬﹂の元にな

心躍ることでしょう︒

状態ではありませんか︒使

もてあそ

った詩の冒頭部分ですが︑

庭の葉付レモンを友人が送

今の時代にマッチした！
保険料も保障もシンプルに！
簡単でわかりやすい！

⓭

タオル

レモンといえば︑高村光

果物屋で檸檬一個を買い求

ってくださったので︑﹁塩

忘れがたきは

太郎が妻智恵子を追慕した

める若い男というだけで︑

いきりましょう︒

香り立つ

﹁レモン哀歌﹂を思い出す

絵になりますね︒電車に乗

レモン﹂と﹁レモン・ドレ

一顆の檸檬を買い来て︑
そを玩ぶ男あり︑
電車の中にはマントの上に︑
道行く時は手拭の間に︑
そを見 そを嗅げば︑
嬉しさ心に充つ︑

でしょうか︒それとも︑京

ッシング﹂を作りました︒

レモン哀歌

都・丸善の本棚に置かれた

れば︑マントの上の黄色い

︵梶井基次郎﹁秘やかな楽しみ﹂
より︶

爆弾・檸檬を夢想した梶井

詩人

基次郎﹁檸檬﹂でしょうか︒ 檸 檬 が 他 の 乗 客 の 視 線 を 意

□
□
□

大阪電気通信大学

河上 芳明 教授

山下 孝夫

食卓 の風物詩

料理人

︻檸檬 ／レモン︼

①タレは、みりん・しょうゆに
ごく少しのダシ粉、七味を混ぜる。
②一口大の鶏肉とタレを
ビニール袋で1日漬ける。
③オーブントースターで10分焼く。
（注）好みで、ネギ・しょうがをふる。

金融経済学部 資産運用学科

かんたん焼鶏

なら確かに安いのですが︑

68

用するサービス︑少し先に

０７２-８４９-５３７４

主催：枚方市

主催：ふらっと ねやがわ連絡会・寝屋川市

は自動運転タクシーなど︑

お問い合わせ： 枚方市 環境部 減量業務室

トは変わらないでしょうか

ふらっと ねやがわ

TEL：072-800-5789 FAX：072-800-5489
メール：ﬂat@oﬃce.city.neyagawa.osaka.jp

らその分利益も減って﹁自

お問い合わせ・保育申し込み

○辻学園栄養専門学校による飲食ブース
○コイン落とし・輪投げなどのお楽しみブース
○ポスターコンクール表彰・展示
○働く車の乗車と記念撮影

そこから先はよくわかりま

フリーマーケット 無料抽選会
工場見学会

★オープニング ★公演：朗読劇団「明日の会」
★ひと言リレー
「ユーモアは女・男ひとの架け橋」
★ワークショップ ★パネル展示
★ふらっとカフェ
※一部に手話通訳・要約筆記あり
★交流会
一時保育あり

せん︒試しに計算してみる

［市立産業振興センター５階］寝屋川市東大利町２番14号

現在の仕組みを根本から変

京阪バス｢国道田ノ口｣、
｢田ノ口団地｣より徒歩３分

える動きがそこまで迫って

枚方市田口５丁目１-１

ふらっと ねやがわ

分で自分の首を絞める﹂

11月23日（水・祝）10：00〜16：00

結果になりかねません︒タ

１１月６日（日）10：00〜15：00
穂谷川清掃工場 小雨決行

共に考え、共に決め、共に歩もう！

と距離にして３㎞弱までは

ごみ減量フェア

参加
無料

﹁新﹂料金が︑それ以上に

環境Festa

ふらっと ねやがわ
まつり 2016
寝屋川市立男女共同
参画推進センター

─枚方市─

いるようです︒

枚方市市制施行70周年記念プレ事業

クシー業界はいわゆる規制

─寝屋川市─

2016年
（平成28年）11月1日
（火曜日）

なると現行料金の方が少し

第316号

鶏もも肉１枚を一口大に切り、
切り込み入れる。
塩レモン大匙１
（レモンの皮も）
と、
胡椒少々を鶏肉にすりこむ。

あなたの街の保険屋さん 寝屋川駅前店

寺田
操

フライパンに油をひき焼く。
食材は
豚肉ロースや銀鮭でもよい。

寝屋川市早子町19番14
営業時間/10：00～18：00
定 休 日/日曜日・祝日・第１土曜日

秋のランチメニュー 癒し
期間：2016年11月1日
（火）
〜11月30日
（水）
11：00〜16：00
（L.O.15：00）

レディースランチ＆エステ＆お風呂

予約制

レディースプラン

の日帰り

「癒しの効果が高いオールハンドケアによるマッサージ」
と
「肌再生理論に基づいたトリートメント」
で至福の時間をどうぞ。
※入浴は12時からのご利用、
バスタオル・フェイスタオルは無料で貸し出します。

アイ・アイ・ランド

フルコースランチ

4,320

敬老の日や還暦のお祝い、法事など
ご家族の慶弔行事におすすめです。 メイン2品
本日の一皿 本日のお楽しみアミューズ・グールと
デミタススープを一皿にのせて
オードブル いろいろ秋のキノコと栗のクネル
爽やかな酸味のムータルドモーヴィネグレット
メ イ ン お魚料理 アトランティックサーモンのポアレ
ディッシュ
焼きナスのピューレとサフランのソース
お肉料理 牛フィレのビフテック
ポルチーニクリームと焼きリゾットを添えて
サ ラ ダ サラダメランジェ
デ ザート 栗のティラミス
●パンまたはライス
（おかわり自由）、
コーヒーまたは紅茶

お昼の忘年会

ご予約受付中！

宴会場・各種個室
2時間無料

期間 スペシャル水素プラン
秋 限定
スペシャル水素プラン60分 レディースランチ
クレンジングc洗顔c炭酸水素パックc水素背中〜デコルテ
マッサージc顔マッサージc水素フェイスマスクcお仕上げ 13,176 円

水素パックをマッサージで贅沢に入れ込み
水素フェイスマスクで一気に美肌に！

新登場

＋

（税込）

円

レディースランチ
メイン1品

いろりの間▶

（〜６名様）

予約専用
ダイヤル
TEL.072-876-1911 FAX.072-879-1166

3,456

（税込）

メイン2品
円
円
本日の一皿 本日のお楽しみアミューズ・グールと
デミタススープを一皿にのせて
メ イ ン お魚料理 秋旬魚 シイラのプロバンスオリーブ焼き
ポリフェノールたっぷりなビーツ胡麻ピューレと共に
ディッシュ
お肉料理 牛サーロインのロースト
秋野菜とスパニッシュロメスコソース
デ ザート いろいろ盛り合わせ 季節のスイーツプレート
●パンまたはライス
（おかわり自由）、
コーヒーまたは紅茶

▼レストラン個室
（８〜16名様）

〒575-0011 大阪府四條畷市逢阪458（緑の文化園内）

2,376

受付時間
9：00〜18：00

（税込）

（メイン1品）

（税込）

お手軽 プラン

ショートコース40分＋レディースランチ

（メイン1品）

（フェイシャルのみ）
クレンジングc洗顔c
フェイシャルマッサージcパックcお仕上げ

手軽な
お試し

5,616 円

（税込）

美肌マッサージプラン 美肌コース60分＋レディースランチ

（メイン1品）

クレンジングc洗顔cデコルテ＋背中＋フェイシャル
マッサージcトリートメントパックcお仕上げ

▼木の香りの間
（〜12名様）

※座敷席にもできます。

桜の間▶
（最大72名様）

●ホームページは、
072-879-1121
0120-76-1911
※フリーダイヤルは、携帯・PHSからはご利用になれません。

8,100 円

（税込）

保湿
重視肌に
期間：〜2016年11月30日
（水）

ロビーコンサート 開催 フラワーホール

11月6日
（日）
・13日
（日）
・20日
（日）
・23日
（水・祝）
・27日
（日）各日14：00
「室池いきもの王国」
11月13日
（日）9：00から、
クイズシートやマップ、
トレーディングカードの受け渡しはアイ・アイ・ランド。※1面に関連記事

マイクロバス送迎（予約制）

会
京阪本線 寝屋川市駅・JR 四条畷駅 宴
にも

最適！
★最寄駅までお1人様より送迎いたします。
乗り
★グループ・団体の方（10名様以上）
は、
ご指定の場所 ※予約状況等により 28人
（片道30分圏内）
まで送迎します。予約時にご相談ください。ご希望に沿えない場合がございます。

やサボテンのトゲトゲ︑レ

﹁ＳＯＲＡの皆さんと一緒に﹂

のついた枝とついてない枝

視覚障害者を迎えて初め

【雪 華】8,０００円

（税・サ込）

■食前酒 ■先付：吹き寄せ盛り/海老薩摩芋射込/
小芋雲丹焼/紅葉人参/公孫樹南瓜/焼栗/銀杏/
水菜占地菊花浸し/いくら ■造里：鰤山葵おろし和え/
貝割れ/紅蓼 ■吸物：なめこ真薯/椎茸/三つ葉/
人参/柚子 ■炊合せ：鯛丹波蒸し/椎茸/銀杏/百合根/銀餡/山葵
■焼物：柿田楽/海老/烏賊/胡麻豆腐/松の実 ■揚物：蓮根海老
紫蘇チーズ挟み揚げ/薩摩芋蜜煮/青唐 ■御飯：田舎味噌仕立て/
香の物 ■デザート：いろは
（三種よりお選びください）■抹茶

■先付 ■造里 ■小鍋 ■穴子一本寿司
■黒毛和牛ロースステーキ ■天麩羅蕎麦
■鯛ご飯 ■香の物 ■デザート

【彩】

4,750円 ➡
（税・サ込）

4,０００円

（税・サ込）

和風レストラン華

筵

※企画料理のため満席が予想されます。
ご予約はお早めに。

（税・サ込）

5,000円

おひとり様
［食事、
コーヒー付］

（税・サ込）

日本料理

30

２,０００円

（税・サ込）

ビール・日本酒・焼酎・冷酒・グラスワイン・ウイスキー・ 29
ノンアルコールビール・ソフトドリンク

※15名様以上

★送迎バス ※15名様以上
ご 予 約
お問い合わせ

2

月 日

・
・
（43品）
64,800 円（税込）
●３〜５人前・
・
・
・
・
・
・
・
（43品）
30,240 円（税込）
●２人前・

11

年

仙亭のおせち ご予約承り中

★フリードリンク

28

月 日〜平成

受付 12：00 /食事 12：15 /開演 13：30

■先付 ■造里 ■小鍋
■黒毛和牛ロースステーキ ■天麩羅蕎麦
■鯛ご飯 ■香の物 ■デザート

年

［ 年の瀬コンサート ］【樹 氷】5,０
００円
12月27日（火）

期間 平成

201６年のしめくくりに楽しいひとときを・
・
・

28

ひらかた仙亭﹁冬の遊美な宴﹂忘年会新年会プラン

平成28年11月１日
（火）
〜30日
（水）

先月のこのコラムで〝メロナ

が僕の必需品〟と書いたが︑実

はそれ以上の必需品があった︒

メロナと同じ﹁ピングレ社﹂

▶﹁ピングレ﹂バナナ牛乳
独特の容器はキムチ甕を模した
ものという︒
︵写真撮影 黒田福美︶

40

のバナナ牛乳だ︒これは１９７

６年の発売というので︑既に

年のロングセラーだ︒ちょっと

甘めだがバナナの風味が牛乳と

よいハーモニーを醸してなかな

か飽きない︒

53

僕も経験があるが︑銭湯で湯

0120-818-094

「お米について」の情報満載！ http://www.tsuno.co.jp

上りに飲む冷えたバナナ牛乳は

０７３６-２２-００６１

１９７６年当時の韓国はまだ

616円（税込）

まさに五臓六腑に染み渡った︒

400g

その後もこれは売れ続け︑発売

ライスオイル

︶

プレミアム

まだ朝鮮動乱︵１９５０〜

（7面プレ

の国土荒廃から復興成らず︑食

ント！）
プレゼ
照
ゼント欄参

50

億本を出荷した

に
アゴラ読者 ！

以来今日まで

410円（税込）

糧も満足とは言えない時代だっ

400g

た︒特に牛乳もバナナも高価で︑ という︒

僕は今もソウルのホテルへチ

ライスオイル

お申し込み・お問い合わせは

和歌山県伊都郡かつらぎ町新田94

ェックインする前に︑近所のコ

〒649-7194

パクチョンヒ

好評受付中！

庶民には手が届かなかった当時

工 場 見 学

朴正煕大統領は特に児童たちの

会
参 加 費 全5回 12,000円（税込） 定 員 20名 ※応募多数の場合は抽選
応募締切
申込方法［住所、氏名と日中の連絡先］
を
ファクス、
メール、郵送、電話でお知らせください。11月10日
（木）
必着
申込先・お問い合わせ
■FAX：0736-22-7358（24時間受付）■メール：otoiawase@tsuno.co.jp
■郵送：下記住所の築野食品工業株式会社「料理＆ビューティ教室」係
■電話：下記フリーダイヤル（受付時間/９：００〜１７：００、土・日・祝休）

ンビニで少なくとも５〜６本を

台

階フォー

心身ともに健康に！

今秋︑東京フジテレビ

ラムで﹁アンチエイジングフェア

場﹂が開催された︒﹁心身ともに健康

で過ごすためのライフスタイル﹂をコ

ンセプトに︑信頼に裏打ちされた企業

５万人以上の来場者を迎えた会場で

として︑築野グループが出展した︒

こめ油︑山椒香味油︑高野山麓の天然

水を使用した飲料水﹁わかやぎ﹂など

がＰＲされた︒山椒香味油を付けたパ

ン試食や︑やわらぎ水を紹介したブー

スでは︑案内チラシが飛ぶようになく

なり︑こめ油は追加納入品も最終日の

ンチエイジン

午前中には売り切れになるほどで︑ア

グ商品の一環

としての築野

グループの知

名度の高さが

伺えた︒

料理＆ビューティ教室 参加者募集！

時 平成28年❶11月25日 ❷12月16日・平成29年❸1月13日
❹2月17日 ❺3月24日
（各日とも金曜日/10：00〜13：00）
場 大阪中央卸売市場 本場内調理室（大阪市福島区野田1-1-86）

買い冷蔵庫に入れる︒これは深

レストラン期間限定

ＴＳＵＮＯ料理教室で人気の先生方によるこめ油料理教室と、
米糠スキンケア製品の体験！
！
日

そのような時代背景で生まれ

毎日欠かさずにやることがポイントです。1日5分程度で効果はありますが、2週間
位は、頑張って続けてください。でも、そもそも頑張り過ぎることが、
ストレスの素
ですから、
たまにはやらない日をつくる勇気も必要かなと思います。
筆者は、毎日就寝前に実践しています。最初は、5分間から始めて、長いときは25
分間することもあります。長年悩まされ続けていた肩こりがなくなり、毎朝気持ち
よく目覚めることができています。秋の夜長のひとときにぜひお試しください。

牛乳摂取に心を砕いたようだ︒

『様々な思い・感情を手放す快感を味わえる』
と思います。

翌日の朝食代わりでもある︒

ただ息を吐いて吸うことだけに神経を集中させます。やがて頭や心の中で、様々
な想いが浮かんだり、時には激しい感情に苛められるかもしれませんが、追いかけ
ることなく、熱くならないで、冷めるのを待ちます。その後再び、息を吐いて吸うこ
とだけに神経を集中させます。

夜帰還時の酔い覚ましであり︑

やり方は諸説ありますが、筆者が取り組んでいるやり方をご紹介します。
深呼吸をイメージしてください。腹式呼吸の要領です。椅子に腰掛けて、背筋を伸
ばし、肩の力を抜き、ゆっくりと深い呼吸をします。鼻から5秒ぐらいかけて息を吸
い、吐くときは口からゆっくりと10秒から15秒かけます。
目は、閉じていても開いたままでもかまいませんが、半開きがお勧めです。

心身ともにもっときれいに
なりたい方に朗報！

モングラスの香りなど︑視

ての﹁森の教室﹂でしたが︑

「 風呂上がりの バ ナナ牛乳」
たバナナ牛乳はたちまち全国を

自分の身体や気持ち(気分）の状態に気づく力を育む「こころのエクササイズ」で
す。最近では、
ビジネス・医療・教育の現場で幅広く取り入れられています。
脳科学の研究によれば、瞑想がストレスを軽減し、免疫力を高め、集中力や創造性
を向上させてくれることがわかりました。

佐野 良一

席巻した︒

こころに栄養を─
とは！
？
「マインドフルネス瞑想」

in

を分けます︒調査は︑幹︑

測定してようやく計算の材

参加者の多様性が﹁教室﹂

某市非常勤職員、某職業訓練機関のキャリア・
コンサルタント等々。社会保険労務士、社会
福祉士、
精神保健福祉士、
産業カウンセラー

22

覚以外の感覚を総動員して︑

料が揃います︒こんな地道

をより豊かなものにしてく

イベントプロデューサー

まーぼー（本名：柳井 政和）

100

11月

枝︑葉っぱの新鮮重を量り

いざ針葉樹の森へ︒視覚

な基礎研究が行われている

2016年

植物園を体験︒

障害者のＳＯＲＡの皆さん

ことに皆さんビックリ︒

―交野市―

一部を乾燥後︑再び重量を

が参加して︑今日は﹁森の

※詳細は
「都市と森の共生をめざす研究会」HP

教室﹂の日︒森が固定して

詳しくはHPをご覧ください
（「桜撫庵」
で検索できます）
⇒ http://www.sakurabuan.com/

主催：都市と森の共生をめざす研究会
共催：大阪市大・植物園、
きさいち植物園ファンクラブ

れました︒私たちは﹁見え

大阪府寝屋川市桜木町1-7（寝屋川市駅前 りそな銀行横）♦京阪本線「寝屋川市駅」下車徒歩1分

る﹂が故に先を急いでしま

TEL.０７２-８２９-２９９２

営業時間/11：30〜15：00 17：00〜22：30

会場：大阪市立大学理学部附属植物園
講師：谷垣岳人さん（龍谷大・きさいち植物園ファンクラブ代表）
平 研さん（交野野鳥の会）
参加費：無料（植物園の入園料は要）
申込み：不要

このあと大クスノキの大

●ご予約・お問い合わせ

12月3日
（土）10：00〜12：30（雨天実施）

きさを身体で感じ︑コスモ

桜撫庵では、大・中・小の様々な個室をご用意しております。
金・土・日・祝日は、演奏とともにお食事をお楽しみいただけます。
ご家族の集まり、記念日、七五三、
お食い始め、団体様の宴会やご法要にもご利用ください。

CO2

の基礎調査です︒

森の教室 第20回

「巣箱観察と植物園の鳥たち」

ＳＯＲＡの皆さんは︑伐

￥1,500 〜（税別）

いる

会場：大阪市立大学理学部附属植物園
講師：名波 哲さん（大阪市大理学研究科）
参加費：無料（植物園の入園料は要）
申込み：交野市環境衛生課☎072-892-0121

い︑身近なものを見落とし

11月19日
（土）10：00〜12：30（雨天実施）

ているのかも知れません︒

「紅葉の魔術師」

主催：交野市
共催：大阪市大・植物園

ご宴会飲み放題プラン

〒572-0041

イベント情報

かたの環境講座2016 第５回

スの花の柔らかさに触れ︑

和会席 ￥3,700（税別）〜

先八寸・碗物・造り・焼物・小鍋・御飯・甘味
全7品

▲大クスノキ、何人で取り囲めるかな？

綿の実のフワフワモコモコ

桜撫庵

各種ご用意しておりますので︑
お気軽にお問い合わせください︒

◎

2016年
（平成28年）11月1日
（火曜日）
採したばかりの切株に触っ

第316号

て︑指先の感覚を頼りに葉

秋 の会席 プラン

〈5〉

072 - 846 - 3333

ht t p : //s e ntei . j p/
枚方市大垣内町3丁目1番20号
●京阪・枚方市駅から南へ徒歩約7分、北大阪商工会議所前
■営業時間/◎座敷 １１
：
００〜２２
：
００
（ラストオーダー20：30）◎レストラン 昼/１１
：
３０〜１５
：
３０
（14：00までにお入りください）
（祝日の場合は営業、12月・1月は営業）
■定休日/毎週木曜日
夜/１７
：
００〜２２
：
００
（ラストオーダー２０
：
３0）

まりにも遠回りになる場合もある︒

必要がある︒ただ︑それだけではあ

る経路が最低一本は確保されている

だ︒駅ではエレベーターで移動でき

車椅子にとってエレベーターは命

ーズなので﹁先に行ってください﹂

って出口を広くしてくれた方がスム

把握している所では︑さっと遠ざか

にくいことがある︒﹁開﹂の時間を

の方が入り口を塞いでしまって降り

気持ちはありがたいのだが︑そ

横長のエレベーターは︑まっすぐ

わけではない︒

エレベーターはあればいいという

実は大変ありがたい︒

﹁開﹂ボタンを押してくださるのが

て︑出口を広くしてから︑外にある

レベーターの場合でも︑先に外へ出

と声をかける︒﹁開﹂時間の短いエ

また地下鉄のエレベーターで地上に
出られることで足れりとして︑私鉄
の方はエレベーターなしで済ませて
いるターミナルもある︒そこもとて
も遠回りになる︒バギーや大きいト
ランクの方も同じではないかと思う︒
エレベーターを降りるとき︑気を
利かせて﹁開﹂ボタンを押しておい

入れないので何度も切り返し︑閉り

かけるドアに頭をぶつけ︑バックし︑

東洋医学 の健康診断
東 洋 医 学 の 健 康 診 断 は ︑体 の 働 き
を
﹁気﹂﹁熱﹂﹁津液﹂﹁血﹂
の４つに分け︑
それぞれの過不足から生じる特徴か
ら体質を８つのタイプに分類します︒
それぞれの体質にあった生活の方
法・養生術があります︒
し っ か り 養 生 す る こ と で ︑体 の 偏
り を 改 善 し ︑こ れ か ら か か る 可 能 性
の高い病気を防いでいくことが出来
るようになります︒
無料で診断させていただきますが︑
ご予約をとってください︒

《チケットのお求め・お問い合わせ》

立石薬店

健康セレクトショップ

【 入場料 】 全席自由 前売1,200円
（当日1,500円）

てくださる方がいる︒

で

分です︒

40

太神楽曲芸を中心にラジオなどパーソナリティーとして活躍中の
豊来家玉之助による太神楽の実演とお話。
桑名発祥の伊勢太神楽が元祖とされる、
獅子舞や曲芸などで構成された
日本古来からつづくおめでたい芸の数々をお楽しみください。

電動車椅子

所
※要時間は約

古典芸能の会 〜太神楽〜

やっと入れる︒エレベーターまでの

第92回るみえーる亭

アプローチに段があればもう台無し
である︒段を上るために通りがかり
の人に手伝ってもらうしかない︒

ちは毎夜︑喝采を浴びたのです︒その

ヘルシー BOX
0120-868-203

ルミエールホール（火曜休館） 〒571-0030 門真市末広町29‐1
ｉ
ｌ
：kadoma.acting@npotoybox.jp
06-6908-5300 ℻.０６‐６９０８‐５９２２ Ｅ‐ｍａ

実際の車椅子目線がもっともっと
活かされることを願うゆえんである︒

衣装のデザインにも

妖精登場！
﹃プレジャーガーデン﹄

クラシックバレエの最初の全盛期は

中には﹁ラ・シルフィード﹂や﹁ジゼ
ル﹂など︑妖精や悪魔が登場する幻想

世紀前半︒当時︑ヨーロッパ中のバ
レリーナがイギリスを目指しました︒

も多く作られ︑コスチュームデザイナ

社交界はバレエの話で持ちきりになり︑ 的なものも多く︑妖精のコスチューム
ロンドンの舞台で華やかに踊る彼女た

ーのチャールズ・ウィ
ルヘルム︵１８５８〜

TEL
守口市 立石薬店 検 索
FAX
守口市藤田町5丁目4-3（大和田駅下車徒歩６分）●営業時間／10：00〜18：00 ●定休日／日曜日・祝日

関西スーパー

門真市民文化会館

ＧＯ！
長澤 靖浩

妖精妖怪アートサロン

チャールズ・ウィルヘルム挿絵

「イルミタイ」

横内真美様

広めていきたいと思った︒

寝屋川市

★寝屋川市出身の豪栄道が優

枚方市

備前和子様

勝して大変うれしく思いまし

た︒

★豪栄道が大阪出身という事

★鮮やかな写真が各面に踊り

小さな文字でも読もうという

年ぶり

は知ってましたが

は特に大好きです︒

気になります︒寝屋川の記事

★枚方市が子ども食堂に補助

寝屋川市

というのはこの記事を見るま

で知りませんでした︒ぜひこ

●他にも多くの方から豪栄道

です︒

れからも頑張ってもらいたい

★字をもう少し大きめにして

山田志津子様

金を交付することを聞いて大

貰えたら助かります︒

匿名希望様

待機児童解消も早く解決すれ

まれにありますが︑密な情報

●文字を大きくとのご要望が

ドは大盛況でした︒

インストリートの優勝パレー

た︒アゴラ編集部横の駅前メ

の記事へのお便りがありまし

門真市

ばいいと思います︒また︑枚

枚方市

うですが︑歴史ある学校名を

を多く届けたいとの弊紙の方

︵編︶

残してほしい︒番号の付く学

★﹁韓食ワンダーランド﹂を

くなる内容なのは︑驚きです︒

★掲載の記事がどれも読みた

を初めて知りました︒秋の旬

★﹁食卓の風物詩﹂で︑赤梨

︵編︶

★﹁子ども食堂﹂いよいよ枚

情報を多方面から集めてきて

の梨はおいしくて︑色々な種

早田奈弓様

方でも始まるんですね︒良い

匿名希望様

いて︑一般常識収集に大助か

川口達也様

取り組みとは思いながら︑現

りです︒枚方市

読んでメロナを食してみたく

代の子どもたちの置かれてい

なった︒守口市

る状況が悲しいです︒

一度食べてみたいです︒

★﹁シヴィル・バーでのひと

いただき感謝です︒

●食関連の記事も多く共感を

︵編︶

類が店頭に並びますが赤梨を

岩本順子様

時﹂や編集後記にあった東京

當木直子様

る記事を読み︑大変良い事と

のこと︒小池知事はパンドラ

大和郡山市

思います︒色んな職業︑また

料理を作っておられたのを見

テレビで定年後の男性数人で

となればと思います︒

いるはずです︒災い転じて福

箱の底には﹁希望﹂が入って

しています︒

やかな説明が嬉しく楽しみに

も身近な処をわかりやすく細

★人・物・心をつなぐ地域情

尼岸真由美様

報紙だけあり︑小さな運動か

枚方市

記事を読んであら

★豪栄道︑全勝優勝うれしい

寝屋川市 長江みゆき様

ですね！

匿名希望様

★﹁子ども食堂﹂の情報が丁

ら様々な行事など︑たくさん

寝屋川市

加藤未来様

載っていて感心しました︒

ためて久々の快挙にすごいな

和田崇志様

情報紙としてありがたいです︒ ぁと驚かされています︒

寧に掲載されていて︑地元の

枚方市

うな笑顔が印象的でした︒

ました︒子どもたちの嬉しそ

んには安心な事ですね︒先日︑ の箱を開けてしまいましたが︑ ★﹁ぶらっと関西﹂は︑いつ

︵編︶

近くに祖父母がいない親御さ

★﹁子ども食堂﹂が開設され

枚方市

●ありがとうございます︒

枚方市

る名を使ってほしいものです︒ 針をどうぞご理解ください︒

校名でなく︑地名とか由緒あ

友田路子様

方市は小学校の統合があるそ

変うれしく思っております︒

86

京阪ジャーナル社
国内宛 3,000 円
お届け先：郵便番号、
ご住所、
お名前、電話番号
通 信 欄 最新号からお送りしますが、
ご希望があれば発行月を
ご指定ください｡

大阪市

■お申し込み方法〈郵便振替〉

郵便局にて、
「 払込取扱票」に以下の
内容を記入のうえご入金ください。当社
で入金確認後、最新号から発送します｡

どれも身近な内容ですので︑

土屋越子様

隅から隅まで読みます︒

枚方市

●子どもたちの居場所づくり

︵編︶

についてのアゴラ取材はこれ

からも続きます︒

※お申し込みは1年分のみ承っております。

１９２５︶は︑シェイ
クスピアの舞台などで
使う︑美しくきらびや
かな妖精の衣装をデザ

この絵は彼のデザイ

インしました︒

★紙面トップの国際交流記事

について︑私もこのようなイ

（消費税の引き上げ等により金額が変更になる場合があります。）

8

www.cinenouveau.com
ゴラ読者に

たくさんのお便り
ありがとう
ございます！

ベントに参加して交流の場を

00940ｰ6ｰ41022

口座番号
加入者名
お振込金額
払込人情報

ン画を挿絵にした﹃プ
レジャーガーデン﹄の
１枚です︒

■定期購読料金
購読料1年分（12紙）
国内宛・送料込：3,000円

妖精物語

エレベーター！

レベル刊
﹃フェアリー・テイル﹄より

定期購読のご案内

地域情報紙 月刊AGORA（アゴラ）
は、
毎月1回発行・配布しており、新聞折込
以外では設置施設などでも入手可能で
すが、定期購読も受け付けております。

P

【出

場 】 門真市民文化会館

【会

演 】 豊来家玉之助

ルミエールホール2階・展示ホール
時 】 2016年11月27日
（日）15：00（開場：14：30）

【日

亀井澄夫
代表

⑨
名画に見る

○地下鉄中央線「九条駅」6号出口徒歩3分
○阪神なんば線「九条駅」2番出口徒歩2分
（7面プレ

11/26
（土）
〜

オリヴェイラ特集

芸 術 の 秋！

19

大阪市西区九条1-20-24 TEL.06-6582-1416

シネ・ヌーヴォ
ア
！
ント！
プレゼ
照）
ゼント欄参

招待券
「角川映画祭」

『アブラハム渓谷』

収まりきらない意外性に満ちたパワー溢れる
作品25本を一挙上映します！
と、映画の紹介ばかりですが、行楽の秋、
ひと休みに紅葉でも堪能しに少し足をのば
してみようかな？ とも思う今日この頃です。

上映します。
そして同じく11/5
（土）
から、
シネ・ヌーヴォ
オープンの際に棟梁として建築にあたって
いただいた維新派・座長の松本雄吉さんの
追悼特集を行います。維新派の数々の公
演映像とともに、
シネ・ヌーヴォの原点で、松
本さんが建築した
「千年シアター」のドキュメ
ンタリーも特別上映します。
11/19
（土）
からは、昨年106歳で亡くな
ったマノエル・
ド・オリヴェイラ監督の特集上
映【永遠のオリヴェイラ】
を開催。日本初上
映の幻の名作『フランシスカ』
をはじめとする
毎年この時期は、映画祭や展覧会など
様々なイベントが全国あちらこちらで開催さ
れ、体がいくつあっても足りないー！ と悩ま
しい事態となるのですが、
シネ・ヌーヴォも例
外ではありません。
11/5（土）
からは
【生きた建築ミュージア
ムフェスティバル2016】、通称「イケフェス」
の開催にあわせ、建築映画特集を開催。都
市大阪の変化を見つめ続けてきた通天閣を
はじめとする有名無名の建築たちが登場す
る名作映画を、時代とジャンルを超えて厳選

山﨑 紀子

傑作の数々を一挙上映致します。映画館支
配人として申しますが、今回の上映はとても
厳しい条件での開催となったもので、大変
貴重な上映です。世界的巨匠の作品をこの
機会にぜひお見逃しなく。
11/26（土）
からは
【角川映画祭】
です。
読んでから観るか、観てから読むか をキャッ
チフレーズに、映画界に突如現れ、出版界
との連動やメディアとの大量宣伝で賛否と
ともに大旋風を巻き起こした角川映画から
40年。単なるエンタテインメントに作品には
シネ・ヌーヴォ支配人

まちの小さな映画館より vol.29

〈6〉
2016年
（平成28年）11月1日
（火曜日）
第316号

きままに

ぶらっと関西

平藤 清刀

大坂の陣ウォーキング
︽幸村の足跡をたずねて︾

大坂城を包囲しようとた

⑦野田城跡

くらむ徳川軍は︑まず手始

坂冬の陣である︒

駅の２号出口からすぐのマ

めに木津川砦を攻め︑また

地下鉄千日前線﹁玉川﹂

ンション前に︑ひとつの石

たくまに制圧する︒次いで

徳川軍は九鬼守隆︵くき・

碑がある︒大阪市が平成２

も り た か ︶ ︑ 向 井 忠 勝︵ む

年３月に設置した﹁野田城

３１︶頃に築かれたのでは

か い・た だ か つ ︶ ︑ 小 浜 光

戦場となったのが︑博労淵

ないかと推測されている︒

隆︵おはま・みつたか︶らの

砦と野田・福島砦だった︒

織田信長が石山本願寺に

水軍で野田・福島砦を攻め

野田城は享禄４年︵１５

攻め入った﹁石山の合戦﹂

る ︒ 守 る の は 大 野 治 胤︵ お

10

2016年
（平成28年）11月1日
（火曜日）
跡﹂の石碑である︒

年にわた

場﹂とか﹁城之内﹂という

は元亀元年︵１５７０︶に

地名が残されていたという

始まり︑その後

野田城跡の石碑は︑じつ

お の・は る た ね ︶ が 率 い る

はもう１カ所ある︒玉川駅

豊臣方の水軍である︒

毛利水軍との戦いで拠点を

って続く︒機内一円に勢力

置いた野田城を単純に再利

をふるった三好一党は石山

両軍の間で激しい戦闘が

だろうか︒

展開されたが︑治胤の水軍

があって︑その門前にも石

本願寺に味方して野田城に

碑が建てられているのだ︒

立てこもって戦うが︑織田

なっていたのを整備して再

ただしこち

から︑このあたり一帯が城

利用したという説もある︒

らは﹁野田城

郭の敷地だったのではない

執る薄田兼相が遊郭に行っ

だが︑冬の陣の頃にはすで

址﹂と刻まれ

所に極楽寺という古いお寺

ている間に攻め込まれて陥

に城はなくなっていて︑跡

ている︒極楽

用したわけではないらしい︒ か ら 歩 い て ５ 分 足 ら ず の 場

この戦いのあと︑野田城

落した︒大坂城を守るため

地にあらためて築き直した

もちろん︑いったん廃城に

には織田軍が入って毛利水

に設けられた砦はことごと

とする説もあるのだ︒水際

は惨敗︒砦は徳川軍の手に

軍と戦うための拠点となっ

く徳川の手に落ち︑大坂城

落ちる︒博労砦も︑指揮を

たが︑その後は戦略的な価

は徳川軍に包囲されてしま

軍に包囲され︑ついに敗れ

値を失ったのか︑主もなく

てしまう︒

永らく忘れ去られていた︒

寺前の石碑に

極楽寺住職﹂

は﹁野田御坊

ほか総代とし

の防御という観点から作戦

同じ場所に砦を構えようと

て数名の個人

を考えるとすれば︑やはり

ところで︑このときの野

するだろう︒だから﹁たま

名のほか︑向

に﹁平成十三

たま同じ場所に別の城が築

年︵二〇〇一

かれただけ﹂とする見方を

博労淵砦と福島城につい

年︶建之﹂と

かって右側面

て正確な場所は分かってい

する人もいるのだろう︒

ないが︑野田城は冒頭で触

また明治の

初めには︑玉

刻まれている︒

川付近に﹁弓

れたように石碑が建ってい

ては資料が残っていないの

る︒ただしその規模につい

で︑不明な点が多い︒

った︒

▶玉川駅前にある野田城跡の碑

田・福島砦は︑織田信長が

19

野田城が再び歴史の表舞

台に登場するのは︑慶長

第316号

年︵１６１４︶に始まる大
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イベント情報

◀極楽寺にある野田城址の碑

枚方市
♪フレッシュコンサート♪──
（日）
14：00「Music Live〜映画の世界〜」
■市民会館
（申･販）
☎072-843-1122
❶11/6
演奏：濱田夕葵・熊谷直子（トランペット）/西口淑子（ピアノ）
（問）
枚方市文化国際財団☎072-843-1123
/梶山伊織（ベース）/光本諭史（カホン） ❷11/13
（日）
【大ホール】♣劇団四季ファミリーミュージカル「ガンバ
14：00「Myrte
（ミルテ）
：上平田亜夕＆北出英里 ピ
の大冒険」
−パワフルなダンス、
手に汗握る大冒険−
アノデュオコンサート」 ❸11/13
（日）
17：30「ホル
11/26
（土）
16：00 一般4000円/友の会3600円
ン二本とピアノによるトリオコンサート」演奏：坂東
※3歳以上有料、3歳未満は入場不可
裕香・瀧川美佳（ホルン）/藤本さえ子（ピアノ）
♥映画「海難1890」
−胸を打つ、
日本人が知らない日
（日）
14：00「山下翼（サクソフォン）
＆伊藤柚莉
本とトルコの奇跡の実話−11/30
（水）
①10：30②14： ❹11/20
絵（ピアノ）デュオコンサート」
30 一般1000円
（当日1200円）
/友の会･学生･60
【3F研修室】◎女と男のエンパワーメント講座《もりぐちe
歳以上･障がい者と介護者800円
（当日900円）
セミナー》
「落語から学ぶ」11/10
（木）
14：00〜15：
監督：田中光敏 出演：内野聖陽/ケナン･エジェ/忽那
30 無料 定員50名/申込順 ※一時保育･手話通訳
汐里 他
要予約
（11/3まで）講師：露の眞（落語家）
【メセナひらかた会館 2F多目的ホール】
♪アフタヌーンクラシックVOL.11「秋の午後のひととき 【4Fイベントホール】♥映画「にっぽん愛と青春の旅
立ち！？」1回券500円/全回フリーパス券1500円
〜素敵な三重奏の贈り物〜」11/19
（土）
14：00
●11/26
（土）
①10：30『めぐりあい』1968/監督：恩
一般1000円
（当日1500円）
/4歳〜小学生500円
地日出夫 主演：酒井和歌子/黒沢年男 ②13：00『忍
（前売･当日共）出演：大西由花（フルート）/池内美紀（ヴ
ァイオリン）
/宮村文子・山本玲子（ピアノ）
ぶ川』1972/監督：熊井啓 主演：栗原小巻/加藤剛
■サンプラザ生涯学習市民センター
●11/27
（日）
③10：30『八月の濡れた砂』1971/監
（問）
☎072-846-5557/第4日曜休館/無料
督：藤田敏八 主演：村野武範/広瀬昌助 ④13：00
『約束』1972/監督：斎藤耕一 主演：岸恵子/萩原健一
【市民ギャラリー】
金曜〜水曜10：00〜18：00（水17：00）/木曜休館
■エナジーホール［守口文化センター］
（問･販）☎06-6992-1276
（金）
〜9
（水）
♪「タンゴ・コケータ with ロベルト杉浦〜情熱と哀愁
♦「近藤蒼麗作品展（墨彩・額軸）」11/4
のアルゼンチンタンゴ〜」11/23
（水・祝）※プレゼント欄C
♦「第３１回市民絵画展」11/11
（金）
〜16
（水）
◎「講義と講評会」
−約100点の公募作品から抽選で10 門真市
［門真市民文化会館］
名を選び開催−11/13
（日）
①10：30 講師：山下義文 ■ルミエールホール
（洋画）②14：00 講師：林陽子
（日本画）
（問･販）
☎06-6908-5300
♦「第16回グループ リベラ絵画展（水彩・油彩）」
「第21回 ★「平成28年度 門真市文化祭」★【大ホール 他】
−門真の文化活動団体が一堂に会する芸術･パフォー
写団くろねこ写真展」11/18
（金）
〜23
（水）
マンスの祭典−♣「市民芸能祭」
−日本舞踊、
和楽器、
♦「ろうの花」
「第12回一六会水彩画展」
「ゆたんぽ会
民踊他−11/3（木・祝）10：00 ♦「創作展（一般の部）」
はがき画文と詩文書画展」11/25
（金）
〜30
（水）
−絵画、写真、書道、木彫、組紐、生け花他−11/5
（土）
・
【ふれあいホール】
プレゼント ♦「写真展 枚方女子 vol.6」11/4（金）〜9（水）
11/6
（日）
10：00〜16：00 ♪「市民音楽祭」
−吹奏
クラシックギター、
フォークソング、
コーラス他−11/6
♦「シルバー写友会写真作品展」11/11
（金）
〜16
（水） 楽、
A「わだばゴッホになる 世界の棟方志功」 B 特別展「古代ギリシャ −時空を超えた旅−」♦「第1回麗翠書作展」
（木・祝）
・6
（日）
10：00
（日）
12：30 ★「お茶席」11/3
「編物展（セーター・ワンピース）」
招待券
招待券
★「着付け」11/5
（土）
・6
（日）
10：00〜16：00
11/18
（金）
〜23
（水）
板の声を聞き、生涯をかけて無我夢中で
紀元前7000年のエーゲ海の島々から始まる
（金）
〜30
（水）【2F展示ホール】❖第九十二回るみえーる亭「古典芸能
♦「秋の枚方切手展（切手･はがき）」11/25
制作した木版画の数々や自身が倭画と
古代ギリシャ文明の黎明から最盛期に至る
■くずはアートギャラリー
（問）
☎072-866-3490
の会 太神楽 」
−日本古来より続く、
獅子舞や曲芸等の
称した彩色の美しい肉筆画は生命力に
壮大な歴史の流れを、
ギリシャの国立博物館
あふれ、今なお斬新な棟方の芸術世界。
から厳選した約300件の作品で紹介。
金曜〜水曜10：00〜19：00/木曜休館/無料
お目出度い芸の数々を楽しみあれ−11/27
（日）
15：00
12/23（金･祝）〜2017年4/2（日） 5組10名様
11/19（土）
〜2017年1/15（日）
♦「秋･第17回・絵画 大翔会関西展（油彩・水彩・日本画）」 前売1200円
（当日1500円）演者：豊来家玉之助
1,500円×2
あべのハルカス美術館
「兄妹展 阿吽 の呼吸 木の葉天目（陶）
・書」11/4
（金） 寝屋川市
神戸市立博物館（神戸市中央区京町24）
（大阪市･あべのハルカス16階） 5組10名様
《漁夫のフレスコ画》
〜9(水) ♦「第9回紅恕会書作展/遊ゆうくらぶ作品 ■市民会館
（問･申･販）
☎072-823-1221【小ホール】
1,300円×2 《門世の柵》昭和43（1968）年 （問）
☎078-391-0035
前17世紀 テラ先史博物館蔵
（問）☎06-4399-9050
棟方志功記念館蔵
©The Hellenic Ministry of Culture and Sports-Archaeological Receipts Fund
（水）
展（書･陶芸･彫刻）」11/11(金) 〜16
♪みんなでアロハ―！ハワイアンの祭典！
「HAWAIIAN
♦「第9回遊目会書作展 いつも心にある言葉 」11/18
in ねやがわ」
−ハワイの心地よい音楽と華やかなフラ
C「タンゴ･コケータ with ロベルト杉浦 D 松竹120周年記念映画「母と暮せば」
招待券
招待券
（金）
〜23
（水） ♦「第16回愛しの植物画会（油彩･
ダンスで市民会館がハワイアンの景色に染まる。
ハワ
〜情熱と哀愁のアルゼンチンタンゴ〜」「もう息子には会えないと、思っていました」
水彩）
」
「第3回黒川しづこ透明水彩画展＆教室展」
イアン雑貨の出店、
飲食店のハワイメニューも楽しみ！
−
タンゴ･コケータの華麗なるタンゴのリズムと情熱の歌声で 山田洋次監督が作家･井上ひさしに捧げ
11/25
（金）
〜30
（水）
11/13
（日）
12：00 前売1000円
（当日1300円）
饒舌に歌い上げるロベルト杉浦。
セピアの季節を彩る
長崎を舞台に描く、
やさしくて、 5組10名様
出演：ハワイアン･バンド Kaulana 他、
フラダンスチーム多数
■男女共生フロア･ウィル
［メセナひらかた会館3Ｆ］
見逃せないタンゴのステージ。
悲しい、
ファンタジー。
900円×2
11/23（水･祝）14：00〜
出演：吉永小百合・二宮和也 他
（問･申）
☎072-843-5636/℻.072-843-5637/無料 【大ホール】♥ねやがわシネマ倶楽部「母と暮せば」
11/25（金）①10：30 ②14：00
守口文化センター 3組6名様
11/25
（金）※プレゼント欄D
/要申込：名前、
電話番号、
イベント名、
保育の有無/参
2,500円×2
エナジーホール
寝屋川市立市民会館 大ホール
（問）
☎072-811-5544
加不可のみ返信 ※保育
（生後6ヶ月〜小学2年生）
要 ■市民ギャラリー
吉岡凛
星野俊路
タンゴ･ 木村直子
（問）☎06-6992-1276
☎072-823-1221
コケータ（ヴァイオリン）（ピアノ） （バンドネオン）（問）
〈アドバンスねやがわ二号館3F 駅前図書館内〉
予約/先着10名
10：00〜21：00/第3木曜休館/無料
【5F視聴覚室】★枚方市女性に対する暴力をなくす運
E「チェコ少年合唱団ボニ･プエリのクリスマス」 F「伊藤 恵 ピアノコンサート」
招待券
招待券
♦「ねやがわ寄ってたかって美術展」〜11/2
（水）
10：00
動週間事業「映画『トークバック 沈黙を破る女た
心から楽しめる舞台で聴衆を魅了するチェコ少年合唱団
「作品のひとつひとつの音を、慈しむように演奏したい」
〜18：00（最終日16：00） ♦「第49回 アドバンス・フォト・
ち』上映会＆トークショー」
−演劇で声を取り戻してい
「ボニ･プエリ」
が、
クリスマスソングや
東京藝術大学教授・桐朋学園大学特任
サロン」11/4
（金）
〜9
（水）
10：00〜19：00（最終日17：
く ワケあり な女たちを追ったドキュメンタリー映画の上
クラシック、
民謡、映画音楽を披露。
教授でピアニストの伊藤恵が、
ピアノの
00） ♦
「第六回寝屋川市中学校美術部展」11/11
映後、
DVや暴力をテーマに、
坂上香監督、
性暴力被
この日のために結成された枚方の
レッスン生にぜひ聴いて欲しい曲を選曲。
こども合唱団も共演。
12/2（金）19：00〜 ※3歳以下の入場不可
〜16
（水）
10：00〜19：00 ♦「現代日本画研究
害者支援に携わる小松原織香さんによるトークショー− （金）
3組6名様
12/10（土）15：00〜
会展」11/18
（金）
〜23
（水）
10：00〜18：00（初日13：
11/12
（土）
13：00 定員70名
4,000円×2
アルカスホール
3組6名様
枚方市市民会館 大ホール
［寝屋川市立地域交流センター］3,000円×2
00〜/最終日〜17：00） ♦
「アトリエ･きた洋画展」10：00〜
★「ひらかた菊フェスティバル2016」★
（問）枚方市文化国際財団（問）☎072-843-1123
（問）☎072-821-1240
「エクセディつばさ会 写真、絵画展」
18：00（最終日17：00）
【枚方市役所周辺、岡東中央公園、市民の森、枚方
10：00〜19：00（最終日17：00）11/25
（金）
〜30
（水）
宿地区、枚方宿鍵屋資料館、ひらかたパークマジカ
G アルカス クリスマス
H 映画「角川映画祭」
3
組6名様
招待券
［市立地域交流センター］
ルラグーン横特設会場など】
−市の花「菊」
を広く内 ■アルカスホール
「ピアノデュオコンサート」 3,500円×2 招待券
1976年、低迷する日本映画界に彗星の
（問･申･販）
☎072‐821‐1240/℻.072-821-124
外に発信するため、
「ひらかた菊花展」
「市民菊人形
池田純子と安積京子がクリスマスにおススメのクラシックの ごとく現れた角川映画の誕生から40年。
（金）
14：00 前売
展」
「枚方宿街道菊花祭」
「にぎわいイベント」
を開催。【メインホール】❖「さくら亭」11/18
名曲を厳選。
二人の息の合った
昭和終了の88年までの厳選25作品を
関連イベントもお見逃しなく−10/26
（水）
〜11/14
（月） 2000円
（当日2500円）
※会員割引有 出演：桂米團
アンサンブルをお楽しみください。
一挙公開！ 『セーラー服と機関銃』
※詳しくは、
枚方市ホームページ
「産業振興室 賑わい
治/笑福亭銀瓶/笑福亭由瓶/桂二葉
12/10（土）6：30〜
『時をかける少女』
『 犬神家の一族』他。
交流課」
（問）
☎072-841-1475
♪「コンサート〜秋を想う〜」11/26
（土）
14：00 入場料
2組4名様
アルカスホール
シネ･ヌーヴォ ※6面
（ソプラノ）
/村上り
■津田生涯学習センター
（問･申）
☎050-7102-3139
1000円 出演：村上れいこ・平畑あかり
［寝屋川市立地域交流センター］
（地下鉄中央線九条駅6番出口徒歩３分）1,400円×2
（問）
☎06-6582-1416
（問）☎072-821-1240
つ子（ヴァイオリン）/楊美希・吉川夕子（ピアノ）
❖「第10回津田いいとこ寄席」
−上方落
池田純子
安積京子
©1981 角川映画 【4Fホール】
村上☎0774-63-3578
語サークル
『なぎさの会』
による臨場感あふれる落語会。 （問）
I「ライスオイル&プレミアム ライスオイル」 J 和食レストラン
「猩々（しょうじょう）」 2組4名様
食事券
（金）※会員割引有
第10回記念として、
爆笑大喜利も開催−11/12
（土） ♪「伊藤恵ピアノコンサート」12/2
1,050円×2
コレステロール低下と動脈硬化を予防する
大好評！お昼の
「おばんざいランチバイキング」
※プレゼント欄F
14：00 参加費
（木戸銭）
500円 先着120名
と
働きがあるとされる
「γ−オリザノール」
落ち着いた雰囲気の店内で
■ふらっと ねやがわ
［男女共同参画推進センター］
守口市
通常のビタミンEより抗酸化作用が約40
創業５０年の伝統の味をどうぞ。
〈市立産業振興センター5F〉
（問･申）
☎072-800-5789/
■ムーブ21
［守口市生涯学習情報センター］
〜60倍強い
「トコトリエノール」
を豊富に
※ランチタイム
（11：30〜14：30）
℻.072-800-5489/無料/要申込 ※保育
（生後6ヶ月〜
（問･申）
☎06-6905-3921/✉ﬂmove-@nifty.com
含んだ良質のサラダ油2種、各1本セット。
のみご利用いただけます。
【1Fエントランスホール】料金500円/友の会400円
就学前児）
は開催4日前までに要予約/先着順
5名様
築野食品工業株式会社
シティホテル ニューコマンダー
1セット1,026円
♪珠玉の演奏を満喫 エクセレントコンサート♪── ◎市民セミナー
「DVは、最も身近にある犯罪です。〜
（問）☎0120-818-094
プレミアム （寝屋川市木田町17-4）
ライスオイル400g ライスオイル400g
・麻生真
❶11/3
（木・祝）
14：00「貴田藍子（クラリネット）
周りの人ができることは〜」11/12
（土）
14：00〜16：
http://www.tsuno.co.jp ※5面
☎072-823-7001
410円（税込）
616円（税込） （問）
弓（ソプラノ）デュオ･リサイタル」 ❷11/5（土）19：30
00 定員30名 講師：杉本志津桂（フェミニストカウンセラー）
【プレゼント 応募方法】はがき・FAX・メールで
「北条エレナ（ヴァイオリン）
・下村かず葉（ファゴット）
・藤川
★ 女性に対する暴力をなくす運動 啓発事業「DV根
怜美（ピアノ）エクセレント トリオコンサート」
絶に向けて」参加型展示開催中！〜12/25
（日）
①ご希望のプレゼント名 ②〒住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号 ⑥本紙へのご意見・ご感想・ホットな
ニュース等を記入のうえ、
下記宛先までご応募ください。※発表は発送をもってかえさせていただきます。
❸11/8
（火）
19：00「ピアノトリオコンサート」演奏： 四條畷市
吉田悠斗（クラリネット）/岡田喜美子（ホルン）/泉麻衣子（ピアノ） ■アイ・アイ・ランド
【森のギャラリー】☎072-876-1911
【応募先】京阪ジャーナル社「アゴラ プレゼント」
係
おひとり1通厳守！
♪一流の演奏を満喫 ロビーコンサート♪──
9：00〜17：00
（初日11：00〜/最終日〜15：00）
応募締切 11月10日
◎ 〒572-0837 寝屋川市早子町10-19-302
●11/23
（水・祝）
14：00「ピアノトリオコンサート
−主宰：待鳥美代子
♦「 待鳥美代子とその仲間たち Ⅶ」
◎ FAX：072- 834 - 5684 ◎ E-mail：oﬃce@agora-hiroba.com
他約30名の絵画
（ちどり会）
と篆刻
（蒼崖）作品−
〜3つの楽器によるダイアログ〜」演奏：福澤里泉（ヴァイ
※個人情報は厳重に管理し、
プレゼント発送・発表以外には使用いたしませんが、
お寄せいただいたご意見・ご感想は、
「ひろば」
でご紹介することもありますので、
匿名希望の方はその旨を明記してください。
オリン）
/一樂恒（チェロ）/松尾紗里（ピアノ）
11/1
（火）
〜30
（水）
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痛みは軟骨のすり減りからおこります。
当店おすすめの

（天然緑イ貝）
は、
軟骨のすり減りを抑える働き
ネプトン

川
谷
穂

（生成・維持）
があり、
使用された方からは
「痛みがとれ
楽になった」
と喜ばれることが多い製品です。
1日も早く
痛みから解放されたい方！まずはお電話ください。

●
ライフ
牧野店

駐輪場
●
←

翠園書道会

〈会員募集〉

高・一般のみ

初心者から師範まで
昼・夜
ペン字、毛筆（小筆・大筆）

木田町教室・太秦緑が丘教室・対馬江教室

前
駅 リー
タ
ー
ロ

樟

京阪電車「牧野駅」
より
樟葉方面へ線路沿い
330m（徒歩約4分）
●牧野駅前郵便局

良縁

縁をつないで25年
守口の薮内さん

☎06（6905）8036（10時〜22時）

髙木翠園 ☎072（823）7809

寝屋川
市駅

住まいと
暮らしのお手伝い

❶

殿

御

駅

野

牧

阪

京
山

キッチン しみず
ベル大利商店街
インテリア生活館
しみず
カーテン・カーペット
❷ 陶器・ガラス・漆器 ポタリーハウス しみず
TEL 072-828-8811
❸ 100円ショップ ファースト しみず
営業時間/9：30〜19：30
ペッ
トフー
ド専門店
ペッ
トフー
ドベル
しみず
❹
あらゆる台所用品

5％ F
OF
券

この広告を
ご持参ください
使用期限：
平成28年11月末日まで

しま

つ

しま

べ

お不動様のご宝前で
お子さまの
無事成長・学徳成就の
ご祈祷をいたします。
ご家族お揃いで
ご参拝くださいませ。

〒573-0037

寝屋川市成田西町10番1号
大阪成田山

京阪電車「枚方市駅」下車
南西へ徒歩約10分

守口市金田町６-15-６

☎０６
（６９０１）
４７６３
京阪電車「寝屋川市駅」
より
京阪バス①「宮垣内」下車

お守り
楽しいおみやげ
授与

祝

ご 祈 祷 11月中の土・日・祝日 午前10時〜午後3時30分
京阪電車「寝屋川市駅」下車、南へ100ｍ 境内駐車場有

住 吉 神 社 ねや川戎神社
別称：

寝屋川市木田町6-10 ☎072-821-7457
http: //www.neyagawaebisu.com

９
：
００〜１２
：
００

11月13日
（日）
９
：
００〜１６
：
００

お子さまの成長・健全を願い

11月中の土・日・祝

七五三まいり

大利神社

23

１ｰ

30

地下鉄長堀鶴見緑地線「門真南駅」
下車、北へ約５００m

寝屋川市大利町

http://www.nozakikannon.or.jp

11

☎０７２
（８８３）
０７８８

☎０７２
８０６５
︵８３９︶

JR東西線・学研都市線「野崎駅」下車、徒歩約10分

30

月末

TEL.072-876-2324

10

月〜

野崎観音

︵午前９時 分〜午後３時 分︶

◎おまもり・おみやげを差し上げます︒

心をこめて
ご祈祷いたします ︒

ホームページ→

☎072（841）2790

七五三まいり

TEL：072
（833）8881

枚方市枚方上之町1番12号

門真市三ツ島１-15-20

今も︑私は﹁夢見る

反省

大人﹂と言ってもらえ

るのだろうか？

を込めて︑今の自分に

問うてみる︒十数年前︑

編集部に出入りしてい

た学生の言葉が︑私の

背中を押す︒大学時︑

インターンシップ生だった彼

女は︑卒業後も編集部に残り︑

取材に同行したり︑時には原

稿書きにも挑戦した︒さすが

に記事として紙面に載せるの

は時期尚早だったが︑キラリ

光った魅力があった︒名刺の

山を業種別に付箋をつけファ

イリング︒新聞紙を広げて︑

原寸通りに記事や広告を置い

ていく様子︒自ら仕事を作り

だす新鮮な姿に刺激を受けた︒

映画の話に興じ︑お互いの夢

を語り合った日々︒彼女の言

︵安︶

葉は︑いつまでも心の勲章と

して輝いている︒

意賀美神社 三 島 神 社 津嶋部神社
みつ

→

葉

リカー
マウンテン
●

阪

大

←

→ ●
都
マクドナルド
京
●トマト
＆オニオン

北郵便局
●

パチンコ
●
号
13
道
府

