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２０１０年︑南さんのも
ちがはしゃぎ︑地域の人た
様々な違う価値観を教えて

のではなく地域の人たちと

自然との共生で得る充実

分かち合う︒ビオトープで

もらいました﹂と語る︒

ベント企画が持ち込まれた︒ 客 観 的 に 見 ら れ る よ う に な

日本原産のレンコンを育て

ちが出店やパフォーマンス

ったという南さん︒
﹁私がこ

ホタル飛び交う計画もある︒

通常料金

5,400円（税込）

2,500円

（税込）

飲み放題 お一人様 プラス

ビール・日本酒・焼酎・ウーロン茶
オレンジジュース・リンゴジュースなど

先着

1日1組

1,000円

（税込）

宴会場・各種個室
大小宴会、人数に合わせて

（税込）

▲木の香りの間
（〜12名様）
※座敷席にもできます。

レストラン個室▶
（８〜16名様）

休館日のお知らせ
▲ちゃんこ鍋

※写真は12月のメニュー。1月・2月はメニューが替わります。

受付時間
9：00〜18：00

を楽しむ恒例行事になった︒

の地に根ざして︑生きてい

南さんの温かい人柄に︑い

カラオケ利用料

▲桜の間
（最大72名様）
※座敷席にもできます。

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
お魚料理 サワラのポアレ ビーツのヴィネグレット
お肉料理 牛サーロインのロティ 軽いゴルゴンゾーラドルチェソース
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

TEL.072-876-1911 FAX.072-879-1166

とに︑地域のボランティア

それをきっかけに︑地域連

けるのは︑先祖からもらっ

3時間利用OK!

ポッキリ

（税込）

〒575-0011 大阪府四條畷市逢阪458（緑の文化園内）

団体から︑田んぼの泥の中

携への思いが深まり︑行政

てきたご褒美︒仕事だけで

（税込）

（税込）

予約専用
ダイヤル

感を自分だけのものにする

ど農業﹂︒農家の後継ぎであ

や各種団体の会議やボラン

ろんな人や情報が集まって

（税込）

ポッキリ

,
円
レディースランチ メイン2品 23,376
456円
本日の一皿
メ イ ン
ディッシュ
デ ザ ート

40

歳を過ぎてから自分を

る前にきちんとした社会人

ティア活動にも積極的に参

くる︒

2,500円
3,500円
4,500円

通常2利用時間

▼銘柄豚しゃぶ
メイン1品

で子どもたちを遊ばせるイ

南農園は京阪香里園駅と

み︑農業と自身の現状や未

井団地が点在している地に︑ で あ る こ と を 自 身 の 胸 に 刻

寝屋川市駅のほぼ中間︒三

来を総合的に評価できる人

なく人生には大事なことが

銘柄豚しゃぶまたはちゃんこ鍋＋ワンドリンク
例
［4,644円（税込）］
＋
［瓶ビール：648円（税込）］通常料金 5,292円（税込）

南さんは︑江戸時代から

ある︒多くの人たちから︑

4,104円（税込）

南さんの発案で﹁田んぼ

例
［3,456円（税込）］
＋
［瓶ビール：648円（税込）］通常料金

田園風景が広がる︒

になると︑自分に約束した︒ 加︒

レディースランチ（メイン2品）＋ワンドリンク

代目︒地元を

アート﹂が開催されるよう

3,024円（税込）

ポッキリ

宴会時間

典

ワンドリンク付 ※瓶ビール、グラスワイン（赤・白）、日本酒、焼酎、ソフトドリンクから選択

特

平日ランチタイム限定 宴会プラン
例
［2,376円（税込）］
＋
［瓶ビール：648円（税込）］通常料金

続く農家の

野市︑枚方市の田を耕す近

になった︒隣接する有料老

拠点に三重県︑奈良県︑交

郊農業の担い手である︒関

地域連携の意欲をもって
地域との共生を目指す

●

レディースランチ（メイン1品）＋ワンドリンク

14

▲収穫後のモミガラの山、右奥にビニールハウスを望む

（木）
〜2017年2月24日
（金）11：00〜16：00
3日前までに要予約願います。 10名様以上でのご利用となります。
忘年会・新年会におすすめ 2016年12月1日
●

人ホームの﹁ぽぷら﹂と連

出

の夜をロマンティックに演

しなく続く︒太陽光発電は

イチゴ栽培に用意した高

設設備とは︑パイプなどを

︒と南さんの夢は果て
…

使い︑地面より高い位置で

10

年前から取り入れ︑水耕

の創生︑情報発信をしたい

栽培する方法で︑姿勢が楽

と︑新たな農業のカタチが

になり︑作業効率も上がる︒ 栽培にも着手している︒

設備と幅広通路で障碍者の

すでに始まっている︒

農業を通じて食育や文化

人でも作業しやすいように

作業ハウス内は︑この高設

配慮した︒

また︑イチゴを利用して

ジャムを作ることも構想し

ている︒生産から加工・流

通・販売までを行う︒いわ

ゆる農業の六次産業化を目

指し︑地域活性化を狙う︒

いちご狩りなどの観光もい

い︒自然環境に恵まれたハ

▲農業と地域を愛する
南さん

携し︑ホームのスタッフや

学生ボランティアと力を合

わせて毎年︑南農園に巨大

なアートを描く︒子どもた

▲ミツバチの巣箱

イベント情報・プレゼント

日帰り

西大学法学部出身︒一時期

は背広姿に憧れ︑サラリー

しかし︑ネクタイは首輪

マン生活も経験︒

28

歳から父

親とともに農業一本で生計

だと実感して︑

を立てることになった︒と

月７日︑熊本から南農

園に３０００匹のミツバチ

がやってきた︒４００㎡の

ビニールハウスに定植され

た３０００株のイチゴの花

に受粉をするためにやって

きた愛の使者たちだ︒

7面

11

▲地域の子どもたちもトラクターに試乗

ウスは︑昼間は︑借景を楽

【名画に見る妖精物語】
バリアフリー
【電動車椅子でGO! 10】

しむカフェ︑夜間は温室照

6面

かも調べながらの未知の分

植物園のかたすみから〜季節便り
−ゴロン太くん到着
白菜
【食卓の風物詩 14】

54

▶高設設備のビニールハウスで

【お金はキにならない】
【まーぼー通信】

5面

この秋︑南保次さん︵ ︶

明で明るく温かい室内で冬

幸せな家族づくり４５年−京都市

は︑今まで施設野菜だった

きっかけは地元のケーキ

屋さんとの雑談だった︒ク

街中にアートの種が芽吹く−枚方市
ボロ裂アート展−交野市
3面
健康のすばらしさみんなで−寝屋川市
−地域に開かれた医療を
お母ちゃんの住育視点で

野の新規事業だ︒

リスマスシーズンになると︑

INDEX

2面

ビニールハウスを︑自己資

チゴの高設栽培設備に切り

金８００万円を投資してイ

替えた︒ミツバチを取り寄

イチゴが高騰して困ると聞

き︑ならばと﹁ねやがわブ

実を結ぶ︒紅ほっぺは︑ク

ランドのイチゴ﹂を作り︑

る作業をしている︒ミツバ

リスマスにデビューを果た

地元店を応援しよう︒それ

チたちは︑ハウス内をぐる

が地域活性化になると︑決

箱から飛び出て︑花の蜜と

ぐる︑花から花へ︒やがて︑ す予定だ︒

断した︒

花粉を集めるために︑イチ

いま︑ミツバチたちは巣

ゴの花にきて蜜や花粉を採

せての栽培方法など︑何も

南農園の取り組み

▲可憐なイチゴの花

4面

同時に﹁たかが農業︑され

─寝屋川市─

たかが農業︑
されど農業

発行：月1回/年間購読料：3,000円
（送料込）
/1部：200円
口座番号：00940-6-41022/加入者名：京阪ジャーナル社

●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。

2017年1月18日
（水）
〜19日
（木）
/1月23日
（日）
〜26日
（木）
2月27日
（月）
〜3月1日
（水）

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。

│寝屋川市│

長尾会ねや川サナトリウムは︑昭和
年
御殿山生涯学習美術セン
を創造するアトリエ美術館

参加者が作家と共に作品

街中にアートの種が芽吹く

ターで今︑園川絢也展﹃御
は︑今年で

後︑寝屋川支援学校・太田
快なオブジェが出現︒

月

され︑街中にカラフルで愉
う店主らの思いとアートを

商店街を活性化したいとい

回目︒４年前︑

殿山にょきにょき﹄が開催

正義校長︑寝屋川保健所・

取り組みを評価しつつ︑

い限りです﹂と︑同院の

の人の努力によって成り立

長が﹁﹃霜月祭﹄は︑多く

て来賓の北川法夫寝屋川市

のあいさつを述べた︒続い

地域の人々に向けて︑開会

繰り広げられる交流の輪は︑

笑顔と祭りのそこかしこに

の絆がみられた︒参加者の

が披露され︑地域との信頼

心温まる祝福のメッセージ

が紹介された︒それぞれの

牧照雄所長など来賓の方々

事長︑大阪府公園協会・牛

斗福祉作業所・大西正禮理

松本一美所長︑すばる・北

どで展示されている︒

殿山商店街の店舗や神社な

術部とのコラボ作品が︑御

た︑近隣の保育園や高校美

ーロビーや中庭で展示︒ま

した立体作品で︑同センタ

に広がっていく情景を表現

アートの種が芽吹き街中

ちの思いを理解することで

んだ園川さんは︑
﹁街の人た

ティングを重ね企画展に臨

街の人たちと４回のミー

が確立された︒

両者がコラボするスタイル

一つになり︑現在のように

という同センターの思いが

けば﹂と語る︒

方の魅力へとつながってい

ながり︑さらに御殿山や枚

の成長が地域の豊かさにつ

からにじみ出ない︒創造力

の頃からやっていないと体

が僕の流儀︒表現は子ども

今やりたいことを考えるの

ボロ裂アート展

希望が込められた作品に刺
激を受ける︒アートの商店
街として続けていきたい﹂
と商店街会長の松原敬三さ
ん︒
▼御殿山生涯学習美術セン
ター︻問︼☎０５０・７１０
２・３１３５

しなくなったら︑お金は使
わない︒時間はありあまる︒
今まで着てたＴシャツや着

身︒されど︑心は常に前向

もままならず︑自宅蟄居の

１を宣告された︒車の運転

いかんヨ！﹂と意気軒高だ︒

こそ日本人の底力を見せな

なるかわからへんのに︑今

ねん︒この頃︑世の中どう

物をもう一度活かしてます
︶

﹁環境のおばちゃん﹂と呼

き︒このたび︑自宅で﹁ボ

﹁坂本ばあば﹂が自宅で開催

は︑交野の人気者︒畑を耕

ちゃんは自然に出てくる﹂

ところが８年前にリュー

縦糸を巻きボロ布を細く裂

じゃんかと︑ダンボールに

﹁歩行が困難なら手がある

かん︒足が不自由なら手が

の台じゃないよ︑使わない

考えないかん！

なく︑楽しく生きられるか

の中で︑何をすべきか無理

を制作して楽しい毎日です

さんや鬼などの﹁織り絵﹂

さに風景を織ったり︑お福

んこを着て背中を丸めて

ずして綿入れのちゃんちゃ

私は﹃入れ歯﹄や︒歯をは

ある︑ありがたいことに︑

ある︑手が不自由なら口が

頭は帽子

マチ性多発筋痛症を発症︒

いて横糸にして織物をして

よ﹂と話すが︑絵は全くの

﹃かたの昔話﹄をするのが

│大阪市│
〜実践者から
大切にしたい視点を学ぶ〜

12月7日
（水）

﹁霜月祭﹂が物語る地域の絆
医療法人
月に開院︒以来︑地域に根差した病院でありたいとの理

回目の恒例行事が行われた︒

日︵木︶は︑豊かな緑に包まれた病院

念から︑開設月に﹁霜月祭﹂と銘打った地域交流の祭り
を続けている︒

の広々とした院庭で︑

惜しみない賛辞をおくっ
そのまま地域密着の同院の

もっと身近な存在にしたい

た︒同院のホスピタルテ
年月を物語る︒

日︵日︶まで︒

売︑特設ステージでの合

ーマである﹁いっしょに
▼ねや川サナトリウム

時から︑模擬店販

唱・合奏などの華やかな幕

がんばろうよ﹂は︑患者
寝屋川市寝屋川公園２３７

午前

開けで祭りがスタートし︑

の方々︑家族︑医療者が

め尽くした患者さんや家族︑ っ て い ま す ︒ そ れ が う れ し

長尾喜一郎院長が会場を埋

一丸となって病気を治療
０・６ ☎０７２・８２２・３

ランティア活動に参加︑１

﹁若いアーティストの夢や

していこうというもの︒
５６１

ア

会ってきた︒そして特筆す
べきは︑公益社団法人

９９８年から５度にわたり

│交野市│

院長の開会のあいさつの

﹁命を育む﹂講演会

│寝屋川市│
ジア協会アジア友の会の要

がともに頑張り︑母親が自

請により︑ネパールでのボ
分の力で産んだという自信

助産師として半世紀
歳︑大谷タカコさんは

現役バリバリの助産師さん

し︑講演やエコ活動など︑

ロ裂アート展﹂を開催した︒ ﹁ 今 の 自 分 の 置 か れ た 境 遇

師育成を産院で行った︒

います︒Ａ４ぐらいの大き

児の死亡率が高かった村で︑ ばれた坂本茂代さん︵
現地のＴＢＡ︵伝統的お産

地域を駆け回る毎日を過ご

が湧いてくる﹁自然に産み︑ 山 間 地 を 訪 問 ︒ 妊 産 婦 や 乳

介助者︶の婦人たちに安全

していた︒

自然に育てる﹂お産は病院

なお産のための講習会を実

年間にわたり︑

大谷先生は︑このような

施し︑お産知識を学びに来

として︑

ドラマティックな現場にお

産院を経営している︒

よそ半世紀︑４０００人以

では不可能に近い︒

と︑大谷先生が語りかける

日したインドネシアの助産

﹁お産は病気ではない︒赤

と︑核家族化で不安になっ

上の新しい命の誕生に立ち

徐々に足腰が弱り︑要支援

素人だそう︒

安部首相はアベノミクスの失敗を棚に

上げて︑経済団体に対して賃上げを強く

要請する官製春闘を演じています︒アベ

ノミクスは景気回復とトリクルダウンに

よって誰もが経済的に恩恵を受けること

を目標にしていたはずですが︑実際は一

時的な株価の上昇で恩恵を受けたのは一

部の富裕層にすぎません︒逆にますます

格差が広がっています︒官製春闘こそア

ベノミクスの破綻を示すものといえます

が︑ベースアップまでは難しいと言いな

がらも経済団体は賃上げには応じる姿勢

を示しています︒春闘では労働組合の要

求に渋い顔しかみせない経営者も天下の

総理大臣の要請は断れないようです︒そ

れというのも福島原発事故の原因究明が

なされていない中での原発再稼働や法人

税率の引下げ︑民間事業への補助金の拡

大といった見返りを期待してのことにほ

かなりません︒官製春闘は国民そっちの

けの官製談合そのものです︒

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

検索

先生

学研教室

吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル11F

ている若い女性には︑福音

こうした活動の数々が︑
東京に本部を置く国際文化
推進協議会からの世界平和
大賞の授与となり︑アジア

﹁何言うてんの︒誰でも芸

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

〒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

http://www.114154.com/

【学研教室】大 阪 東 事 務 局

の言葉となる︒こうして大
谷先生は昼夜を問わず︑妊
婦に付き添い︑安心できる
状況をつくり︑自然分娩へ

協会主催の記念講演会が先
月開催された︒
母子の﹁命を育む﹂とい
うテーマを掲げ︑大谷先生

本ばあば﹂は︑豪快に笑う︒

最後の夢ですわ！﹂と﹁坂
や︒外出

あなたの幸せのパートナー
取り扱い業務

シヴィル法律事務所

弁護士法人

受付時間／月曜日〜金曜日 9：00〜17：00
（祝・休日をのぞく）

④号出口から南西へ約400ｍ

弁護士

■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。

▲商店街のウインドウにアート出現

術家や︒下り坂の人生︑楽
しく風まかせ！

12月22日
（木）
10：30〜12：00
ラウンジ
「リバーヘッド」 ●ＪＲ「大阪駅」/各線「梅田駅」

▲長尾院長
（左）
と北川市長

の国際的な支援活動は︑た

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
ホテルグランヴィア大阪19Ｆ

月・水・金 9：00〜17：00
火 ・ 木 9：00〜21：00

主催：（福）大阪府社会福祉協議会/（公財）大阪府市町村振興協会［おおさか市町村職員研修研究センター］

【問い合わせ・申し込み】TEL.06-6762-9631
FAX.06-6762-9679

11
ゆまなく続けられている︒

大阪府立中央図書館 小会議室

料

「子どもの居場所づくりフォーラム」
マッセ・
市民セミナー

126

10：00〜12：00

●近鉄けいはんな線「荒本駅」

ラポールひらかた 研修室4

12月12日
（月）

▼中庭に展示された
「にょきにょき」

【締 切】

ホームページより参加申込書をダウンロードし
必要事項を記入のうえ、
ファクスにて申し込み

10

河原林 昌樹

お問い合せ
お申し込み

●京阪本線「枚方市駅」

10：00〜12：00

12月14日
（水）

参加無

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。

【 対 象 】行政関係者、社協役職員、民生委員、児童委員、施設関係者、
ＮＰＯ関係者、
ボランティア、
テーマに関心のある府民など

【 定 員 】200名
（参加費：無料・事前申込）
［大阪府ボランティア・市民活動センター］
で検索
【申 込】

51

20

40

▶アジア協会の人とともに

「学研教室の先生」
ってどんなお仕事？

【 日 時 】平成28年12月17日
（土）
10：00〜12：30
【 会 場 】大阪社会福祉指導センター 5階ホール 地下鉄「谷町六丁目」駅

（大阪市中央区中寺１-１-54）

12
▲造形作家の園川さん
（中央）
と
作品を持つ子どもたち

74

こども食堂、
学習支援、
放課後の学び場、
不登校支援など、
さまざまな子どもの居場所づくりに取り組む団体・グループが一堂に会し、
ともに知り合い、
学び合う機会とするフォーラムを開催。

学研教室を開設して２１年。君家優香さんは、 たそうです。生徒や
学研教室の指導者の中でも若手の有力なリー 保護者との信頼の
ダー的存在として活躍されています。
絆は、初対面の保
大学卒業後、一流企業の就職が決まっていた 護者から
「お会いし
ものの一年後に結婚。二児の母となり、上の子 たかったです」と、
が幼稚園に通いだしたのを契機に
「家に居ても 言われることでもよ
社会と関わりたい」
と、学研教材の良さに惹か くわかります。
れて、
自宅で教室を開設しました。幸いにも、
自 君家先生は、今の
宅と夫の両親宅とはスープの冷めない距離。
ま 入試状況がどうなっているかなどを調べて、進
だ幼かった子の世話を週２回、義母に頼み、姑 路についても親身になって相談を受け、子ども
と嫁の関係も密になりました。
や保護者の心のよりどころにもなっているので
「自分で考え、生きる力を身につける子どもを育 す。入学準備の幼児や小学生、中学３年生か
てる」のは、学研教室の指導方針であり、地域 ら高校入試まで対応して、
なんと９年間以上も
の子とともに育ちあうわが子の姿でもありました。 通っている生徒もいます。
「自分の子だけを見ている母よりも、多くの子ど 「人が好きなのです」
とほほ笑む君家先生。力
も達がいて人間の幅が広がりました」
と実感し 量の大きな指導者です。

▼飾り付けも華やかに

82
と導き続けてきた︒母と子

▲大谷タカコ先生

君家（おおや） 優香 先生

人が好きなのです

49

村野教室

「学研教室の先生！」❿
街の
あなたの

10

─枚方市─

11

〈2〉
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こま つ

アゴラ読者は、
初回1時間無料！

曙 光

事前予約の乳がん検診も実

訪問看護ステーション

施された︒

祉までを視野に入れ︑参加

療 の 推 進﹂︑
﹁参 加 者 も 職 員

クリニックこまつ 在宅医療室

生活習慣病や訪問診療など

者一同が健康のすばらしさ

も肩肘はらず︑楽しいもの

健康 と住環境

冬に亡くなる人が多いのは︑
家の寒さと関連する︒

先月︑家族が病気にならないため

寝

屋川﹂が開催︒行政・医療・福祉・

の﹁健康・省エネシンポジウム

ついて︑色ん

な視点で学ば

せてもらっ

た﹂と語った︒

ま わ り

の相談に医師たちが応じ︑

地域に開かれた医療を
最初の﹁健康まつり﹂は︑

現在の地に新病院をオープ

ンさせた翌年︑病院創立

周年の１９７８︵昭和 ︶年

に行われ︑第２回目は創立
周年のときに︑それ以降

モデルとなったのは︑先

を 再 確 認 し 合 う﹂︑
﹁健 康 へ

にして︑まつりを継続させ

育協会を設立︒
﹁住育アドバ

は﹁日常生活の中にあるリスク︑自

☎０７５・７

ホスピス
（緩和） ひ

健康のすばらしさみんなで
日︑恒例の﹁第

│寝屋川市│
月

回健康

演舞︑漫才︑元気一杯ＡＫ

駆的な地域医療で全国的に

ている︒

有名なＪＡ長野厚生連の佐

ミニライブなど︑途中に健
ら︑多彩なパフォーマンス

康体操で身体をほぐしなが
に聴衆は惜しみない拍手を

楽しんでください﹂と︑堀
ージがスタート︒和太鼓と

の 意 識 を 啓 蒙 す る﹂︑
﹁病 院

る﹂となっている︒その精

のグレードアップと地域医

神は脈々と受け継がれ︑今

和 ︶年に始めた病院祭︒

送 の 野 菜 や 特 産 品 の 即 売 会 ︵故人︶と堀内事務長︵現理

模擬店や︑長野から産地直

事長︶が掲げた目標は︑
﹁医

や地域に無くてはならない

当時の小松良夫理事長

に用意された信州りんごは︑ 療 ︵ 病 院 ︶ を 住 民 に と っ て

も大人気︒先着１５００名

身 近 な も の に す る﹂︑
﹁医 療

１時間で配布が終了する賑

わいだった︒

こに居ても家族
の気配が感じら
れる︒自宅を
﹁住 育 の 家 ﹂ と
して公開すると︑
週刊誌︑マスコ

住環境﹂について﹁健やかな住ま

住 宅 な ど の 専 門 家 が 参 集︒
﹁健 康 と

い﹂とはどういうことかが話し合わ

年

医療・介護コーナーでは︑ げ ︑ 予 防 か ら リ ハ ビ リ ︑ 福

お母ちゃんの住育視点で

︶は︑

歳時記として定着している︒

の領域を健康の分野まで広

職員お手製の料理が並ぶ

送っていた︒

久 総 合 病 院 が １ ９ ４ ７︵ 昭

内弘雄理事長の挨拶でステ

ているまつりです︒皆さん︑ Ｂコピーバンドの歌と踊り︑ は 例 外 を 除 き 毎 年 開 催 さ れ

職員と皆さんの交流と考え

﹁何よりも健康が大切です︒

緒になって休日を楽しんだ︒

職員や患者︑地域住民が一

松病院 駐･車場で開催され︑

福
･ 祉まつり﹂が小

30

幸せな家族づく り
宇津崎光代さん︵

ミの取材を受け︑

れた︒主催者の︵一社︶健康・省エ

全国・世界から
の見学者がすで

年︑全国は

に９千人となった︒そして︑ イ ザ ー 養 成 講 座 ﹂ を 開 講 ︒

ネ住宅を推進する国民会議の上原裕

年前︑夫

之理事長は﹁日本の家や学校は寒い

られる存在だ︒

はどんどん広がっている︒

地域をつなげることを伝え

とロシアの人が言った︒人が住宅の
りの研究・実践を重ね︑

中に居る時間の長さを考えて︑建物
年前︑京都・岩倉に﹁お母

﹁間取りで人格・性格が変
日々を過ごす毎日︒いつし

ちゃんが楽しく家

ションがうまくとれ︑人へ

・１

ティライフに

分の健康は自分で守るなど︑クオリ

田町

︻問︼京都市左京区岩倉東五

みをすれば︑随時見学可能︒

倉の﹁住育の家﹂は申し込

の思いやりが生まれる︒岩

寝屋川市理事の市川克美健康部長

わるようですよ﹂と語る宇
か大きな家の中︑夫や３人

事をこなし︑みん

る母の後ろ姿をずっと見て

の子どもたちは各個室で過

なが仲良く過ごせ

いた長女が︵一社︶日本住

ごし︑コミュニケーション

る﹂住宅を建てた︒

以来︑﹁住育﹂の家づく

も途絶えがち︒ふと気づけ

キッチンに立つと︑

事・育児で休む間もない

ば︑ストレスをため込む自

ダイニング︑リビ

を温かくリフォームをして生活を豊

分がいた︒そういえば︑小

ング︑和室︑玄関

かにする必要がある﹂と訴えた︒

学校教師をしていた時︑家

津崎さん︒住環境は大切︒

庭訪問で﹁お母さんがいつ

まで見通せ︑吹き

いは︑家族のコミュニケー

も笑っていられる家﹂で︑

お母さんが笑顔になる住ま

い と 心 は つ な が っ て い る ﹂ ﹁ 住 育 ﹂視 点 が 家 庭・学 校・ ﹁ 住 育 ア ド バ イ ザ ー ﹂ の 輪

りを提唱して

﹁住 育 ﹂ 視 点 の 住 ま い づ く

日本人間ドック学会 人間ドック健診施設機能評価認定

と思った︒

協仁会グループ 関連施設

の事業を手伝いながら︑自

地域医療と福祉に貢献してまいります。

ら起業︒当時︑仕事・家

おろか︑海外にまで名を知

日曜 午前
診療有

FAX：072（823）1588

10

西川クリニック便り

︵さかた まさひろ︶

Fertility Sterility 2014

参考文献 健康食品の安全性・有効性情報ＨＰ
アンチエイジング医学の基礎と臨床 メジカルビュー社

坂田 正博

「命こそ宝」をスローガンに、協仁会グループは
抜けの２階までど ▶ 家事室︑風呂︑トイレ︑洗面台が一直線でつながる︒ ０５・０７０７

医療法人 協仁会

京阪総合会計事務所

▲開会の挨拶をする堀内理事長

子どもは健全に育ち︑
﹁住ま

■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）

住宅型有料老人ホーム

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

メディカルフィットネスこまつ

つ くし

住病児保育所

●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

こまつケアプランセンター

こまつデイサービスセンター

グループホーム 第２なごやか
介護保険指定（認知症対応型共同生活介護施設）

グループホーム な ご や か
介護保険指定（認知症対応型共同生活介護施設）

FAX：072（823）2122

〒572-8567 寝屋川市川勝町11-27

FAX：072（823）1861

TEL：072（823）1522

〒572-8567 寝屋川市川勝町11-1

FAX：072（823）3834

TEL：072（823）1521

〒572-8567 寝屋川市川勝町8-2

TEL：072（823）1721

松 柏 苑

介護老人保健施設

in

グループホーム 第 ３なごやか
介護保険指定（認知症対応型共同生活介護施設）

ＴＶ番組「ビフォアアフター」の影響だろうか、中古住宅をリフォームされて購入される方の住
宅減税の相談が増えている。
住宅減税は新築はもちろん、中古でもＯＫ。
適用できるのは原則として築後20年（マンションは25年）以内のものに限られるが、
上限の年数を超えた建物でも、耐震基準適合証明書があれば適用ができる。
問題はその手順である。住宅購入前に耐震改修を行う旨の申請を自治体等に行い、
入居日までに耐震工事を行ったうえで耐震基準適合証明書が必要となる。購入か
らリフォームまでタイミングを間違えると適用ができないので注意が必要だ。
空家対策もかねた中古住宅の活用を推進する施策でもある。
税理士
事前に十分必要な手順を理解して取り組んでほしい。
疋田 英司
他にもバリアフリー改修、省エネ改修、三世代同居対応改修などもある。

クリニックこまつ 日本医療機能評価機構認定病院

医療法人 協仁会

（人間ドック・各種健康診断実施）

健 康 管 理センター

15

（内科・小児科）

TEL：072（823）1521〜3

53

25
▲健康まつりを楽しむ老若男女

小 松 病 院 日本医療機能評価機構認定病院

〒572-8567 寝屋川市川勝町11-6

20
22

45

小 松 診 療 所

ご予約時に
「アゴラを見た」
とお伝えください。

TEL 072（805）5252 FAX 072（805）5253

〒573-1192 枚方市西禁野2-4-17 第5松葉ビル3F

▲宇津崎光代さん

16

ご相談は事前に予約してください。

税理士法人

70

医療法人 協仁会

寝屋川市健康部長（右）
が発言

30

税金や相続、経営に関する
お悩みを抱えていませんか

中古住宅のリフォームで減税！

45

─寝屋川市─

▲昭和53年「第１回健康まつり」
くじら解体ショー

34

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

45

─京都市─

孟子の言葉『居は気を移す』に「住む家で気質が変わり、
大きな影響を与える」とある。
2006年、住生活基本法が制定され、良好な住環境、健全
な住生活ができる人間を育てるための「住育」が注目される
ようになった。少子高齢社会での様々な問題に潜む住生活。
地域と家族をつなぐヒントが「住育」という考え方にある。

ビタ ミンＤ と 不 妊

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
19

2016年
（平成28年）12月1日
（木曜日）
第317号
〈3〉

【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

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

﹁グローバル社会を生き
ないほど簡単に﹁国境﹂を
きる企業や個人が生き残る︑

などと

そのための﹁スキルと心構

分の授業をしたので

え﹂って一体何？

すが︑ちょうどその晩︵日

通過してしまいます︒ヒト

いぐらい自由にスピーディ

本時間︶︑アメリカの次期

や︑モノや︑そしてお金が

ーに﹁国境﹂だけでなく︑

大統領に﹁反グローバリズ

るためのスキルと心構え﹂

してきました︒英語︑海外

企業と企業︑企業と人︑人

ム﹂を掲げて戦った トラン

というテーマでご依頼を受

に関心の高い生徒さんたち

と人といった関係﹁しがら

プ氏が選ばれました︒選挙

少し殺風景な思いを抱えな

ということで︑楽しみな小

み﹂を突き破って︑当面の

期間中はその奇矯な言動が

がら

旅行︵ついでに解禁早々の

最適をめざして突き進んで

年前と比較にならな

越前ガニも味わってきまし

いきます︒切ったりつない

〜

た︶だったのですが︑枕詞

報道され︑大統領に決まっ

け北陸の高校生にお話しを

のように使われる﹁グロー

たら﹁案外まともかも﹂な

昔から医食同源とい を購入し︑食の安心・

また︑入居者の状態や

われるように︑食は健 安全につなげている︒

康の源︒

サービス付き高齢者 体調に応じた献立を提

向け住宅﹁ぽぷら みい 供 す る な ど ︑ 食 に よ る

同施設は介護認定を

の 丘 ﹂で は ︑ 近 隣 の 南 健康サポートは万全だ︒

農 園 で 穫 れ る﹁ 大 阪 エ

めの賃貸住宅で︑閑静

な住宅街での快適な住

環境と︑自分らしく︑

安心して生活できるサ

ービスを提供する︒

時間介護職員が常駐︑

さまざまな行事やレク

リエーション︑薬剤師

や提携医療機関のサポ

ートなど︑終の棲家と

して過ごせるように︑

看取りにも対応してい

る︒

南農園の
﹁たんぼアート﹂
は
地元の名物イベント

コ 農 産 物 ﹂認 証 の お 米 受 け て い る 高 齢 者 の た

│寝屋川市│

もともと
「大そうじ」
とは、
「すす払い」
といわれ、12月になると、有名な神社仏
閣の「すす払い」
がテレビのニュースになっていますね。
江戸時代では、12月13日にするのが、習わしになっていましたが、現在では、
仕事納めの12月28日前後にすることが多いでしょうか。
大そうじをする目的は、今年の溜まった
「すす・ほこり」
を落とすことによって、
一年間の「厄・けがれ」
を払うことにあります。家中を清め、新年を迎え、
「歳神
様」
をお迎えして感謝と五穀豊穣を祈願することにあると考えられています。

今年最後のコラムを書き終え、今年の大そうじは、例年になく、
こころを込め
てやろうと思いました。
新しい年が、読者の皆さまにとって、幸多いことをお祈りいたします。
ありがとうございました。来年もよろしくお願い申しあげます。

手回し発電による実験

交通アクセス…京阪バス「三井が丘」下車

■京阪電車「寝屋川市駅」●香里園行（22番）に乗車（約15分）
■京阪電車「香里園市駅」●寝屋川市駅行（22番）●三井秦団地
行（25番）●ビバモール寝屋川行（25B番）に乗車（約15分）
みいの丘

検索

電気を作る

「子どもゆめ基金助成活動」
声での発電をオシロスコープで確認⇨超省エネ健康電話実験
日 時：12月3日
（土）会 場：大阪電気通信大学 駅前キャンパス
（京阪電車寝屋川市駅から徒歩約5分）

参加費：300円（材料費）講 師：枚方テクノカレッジ代表
※お持ち帰りいただけます。

竹本 信之（元大阪電気通信大学教員）

お申し込み  hirakata-tec-nt@poika.ocn.ne.jp（枚方テクノカレッジ）電話 090-8793-8965（竹本）

新市庁舎記念イベント開催

─守口市─

10月31日から新市庁
舎での業務開始に先
立ち、30日に記念イベ
ントが催された。正面玄
関前でのテープカットに
続き、祝 賀パレードが
華々しく行われ、沿道の
市民らの祝福を受けた。

◀食堂・談話スペース

安心して。快適に。そして自分らしく。

http://www.popura.jp

だり取り換えたりすること

│枚方市│

なお︑健康創生ステーシ

月も引き続き

市民モニターを募集してい

ョンでは︑

る︒▼︻問︼健康創生ステー

ション事務局︵佐藤︶℡０８

０・１６４９・７０１４

http://hcstation.jp

▲生体センサー付きリスト
バンドとスマートフォン

※提携医療機関のサポートがありますので、
ご相談ください。

072-834-3165

によって襞に隠れていたも

年越しそばを食べる前の最後の年中行事として、年末に大そうじをするご家
庭は多いと思います。大そうじの歴史をひも解くと、飛鳥時代に中国の仏教
の伝道により、貴族層に普及し、平安時代に庶民まで広がりました。

筆者は、信心深いほうでありませんが、そうじをすることで、
こころが落ちつい
たり、爽快感を味わったことがあります。特に直に手を使う、雑巾がけをすると、
そう感じます。
また、
「そうじ」
とは、
こころを磨く修行である、運気を上げるた
めに精を出すといいとう意見をよく聞きます。

◎在宅酸素 ◎人工透析 ◎認知症
◎ペースメーカー ◎人工肛門（ストマ）
◎看取り ◎胃ろう
（要相談）
◎インシュリン投与（要相談）

平日 9：00〜17：00/土 9：00〜12：30/日・祝 休

バル社会﹂という言葉の意

なぜ、年末に
をするのか？
「大そうじ」

パワーアップして登場！

寝屋川ハロウィンフェスタ2016

原則として、要介護認定を受けておられる方
下記のような方も、ご入居いただけます

寝屋川市三井が丘３丁目８番14号

30

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

〈ご入居対象者〉

みいの丘

90

20

〈4〉

まーぼー（本名：柳井 政和）

安心・安全な食で健康サポート

サービス付き高齢者向け住宅

味について改めて考えさせ

続 報 質問に答えて

幣紙前号掲載﹁関西医科大学は︑健康創生ステーショ

ン構想として︑ＩＴを活用した生活習慣予防のための市

民向けの実証実験を開始﹂記事に︑読者から関西医科大

健康創生ステーションへ︑問い合わせがあった︒

ると思われたようですが︑

先日の申し込みではスマホを持って

ＩＴの先駆的な取り組み

申し込み時の同意書にも記

問い合わせ内容

だけに︑専門的な周知が必

載している通り︑スマート

いる人となっていましたが︑アゴラでは﹁情報を利用

要な面もあるようだ︒関西

フォンを所持・操作できる

者のスマートフォンやパソコンなどに送る﹂と書いて

医大健康創生ステーション

方が前提です︒また︑スマ

います︒私はパソコンしか持っておりません︒

事務局・佐藤さんにあらた

ートフォン以外では︑条件

スマートフォンとタブレット︑
パソコンの利用について

めてお答えいただいた︒

今回使用するリスト

登録後に︑ウェブサイト

回答

の情報を閲覧したり︑情報

や
付 き ︵ 下 記 参 照 ︶ で iPad
のタブレットも利用
android

る仕様のため︑対応するス

メールを受信することはパ

バンドは︑スマートフォン

マートフォンとアプリが必

ソコンでも可能です︒

可能です︒

要です︒記事内容から︑パ

を経由してデータを転送す

ソコンでも申し込みができ

24

12

れからは﹁グローバル化﹂

アイメディカル 新大阪

のを表面に出し︑壁を崩し︑ ど と 言 わ れ て い ま す が ︑ こ

0120ｰ497ｰ613

大阪電気通信大学

1.0

h t t p : / / e y e m e d ic a lc e n t e r .c o m /

大阪市淀川区東三国5-12-10 エンシンビル2F
営業時間/〈 火〜土〉
11：00〜19：00 月曜定休
〈日・祝〉
11：00〜17：00

アプリのメーカー
（エプソン）
の動作保証がないため、
通信やアプリ表示の不備、iPadではパルセンス表
示画面の文字化けやズレが生じる可能性はありま
すが、今回の事業ではデータは直接、健康創生ス
テーションのサーバーに送られ、評価も健康創生ス
テーションから返ってくるので、実務上の障害はほと
んどないと考えています。
登録の際は、
この点をご了承ください。
動作確認済の機種一覧はHP上に掲載しています。

〈右〉0.8
〈両目〉
〈左〉0.8

４ヶ月後

アイメディカル 新大阪

■タブレットの使用に関して

河上 芳明 教授

〈右〉0.09
〈左〉0.09

岩井 隆志さん（66歳）

69

かもしれません︒

眼鏡での生活に不便を感じ、健康雑誌の記事を参考にしたりビデオなど
で視力回復を試してもなかなかうまくいきません。
レーシック・オサート治
療は、高額なうえ自然治癒でないことに迷っていました。
最近は各地で災害も多く、
なんとか視力を回復して不便な眼鏡からの卒
業をと思っていたところ、
『ミオピア』
を知り始めてみました。今後も続けて、
来年の免許更新では
「初めての裸眼」
での更新を目指しています。

新しい価値や利益を生み出

体験談

裸眼で免許更新を目指します。

金融経済学部 資産運用学科

▶ミオピアを使用中

アイメディカルの視力回復法は訓練ではなく、厚生労働省認可の超音波治療器（ミオピア）
を
まずは体験でお試しください。
1日10分片眼に当てるだけです。※回復の見込みがあるか、

地球︵グローブ︶を遥か

お電話またはHPで

られました︒

体験のご予約・資料請求は

守口文化センター 会議室1

という現象の影の部分が重

12月24日（土）14：00〜19：40

く意識される時代に入るの

メセナひらかた会館 第３会議室

そういうやり方に適応で

私たちが
お手伝いします

12月10日（土）10：00〜16：40

す︒切り口からは少し血が

約50分

ご予約優先

にじむかもしれません︒

無料 視力回復体験会

体験の所要時間

上から見ると当然国境など

近遠視・老眼にお悩みの方へ

2016年
（平成28年）12月1日
（木曜日）

はありません︒現在欧州を

ドライブ旅行するとあっ気

第317号

─寝屋川市─

─寝屋川市─

昨年のハロウィン・イベントで、地域の有志が時代ロマン夢倶楽
部を結成。寝屋川のマスコット
「鉢かづき姫」
を先頭に、奈良、平
安、鎌倉、室町、戦国、江戸時代のヒーローやヒロインに扮しベ
ル大利商店街を漫遊し好評を博した。
今年も54名にパワーアップして10月30日に登場。
イベント名も
新たに、
メイン会場の大利神社本殿での和洋ライブ、境内での
新鮮野菜の青空市や地元中学生の野点、地域のお店による模
擬店など、地域おこしのイベントが再発進した。

第９回「テクノフェアinねやがわ」開催
今や北河内を代表する恒例の名物イベントとなっている
「テクノ
フェア」
が11月6日、大阪電気通信大学の寝屋川キャンパスと
駅前キャンパスを会場にして行われた。
４歳児や小学生からを対象にした科学の実験と工作、
３Dスキャ
ナなど先端工作機械の実演、
いろいろなロボットの紹介やヒト型
レスキューロボットコンテストなど、体験しきれないほど盛り沢山の
催しが用意され、子どもも大人も充実した１日をすごした。

﹁ゴロン太くん到着﹂

いたゴロン太くんが植物園
引き取りに来てくださる方

を﹁ 営 利 目 的 で な け れ ば ︑

た記事が︑植物園の伐採木

７月︑初めてアゴラに寄せ

の要請︒思えば２０００年

ギーへの転換はまさに時代

どの再生可能な自然エネル

題を残しています︒

おらず︑運用にも沢山の課

ストーブの設置は完了して

あるのみです︒とは言え︑

出てくださいました︒感謝

利用を歓迎し︑応援を申し

植物園での自然エネルギー

木の提供を相談したところ︑

み出します︒

日︑心待ちにして

にやって来ました︒黒々と
にお分けできることになっ
かってしまいましたが︑私

月

してどっしりした彼は︑鉄
それでも新しい一歩を踏

た﹂報告でした︒

﹁楽 し い も の づ く り で 地 域
の夢がようやく現実のもの

年もか

の町・岩手県釜石出身︒

づ く り に 貢 献 す る ﹂石 村 工
大阪市立大学理学部
附属植物園勤務

植松 千代美

となりつつあります︒今回
説いてくださり︑ようやく

は植物園長も導入の意義を

業が世に送り出している薪
有限な化石燃料から薪な

ストーブです︒
管理温室加温に伐採木を利
用する道が開けました︒

菜︼

炒めすぎては
水を出してはいけない

食卓 の風物詩
︻白
カラフルな
化粧で誘惑
あなたは誰？

食材事典によれば︑日

パリパリは︑ムツカシイ︒

簡単そう︒でも︑シャキ︑

レシピの中心︒白菜炒めは

洗礼を受けていたからです︒ 水 分 が 多 い の で 鍋 や 煮 物 が

清・日露戦争で中国東北部

シャキッとか
パリパリとか
擬音で
しめくくる
一日が
いい

︵八木幹夫﹁白菜﹂
より︶ に 赴 任 し た 兵 士 た ち が ︑ そ

オレンジ色の白菜︵外葉
は黄緑で中がオレンジ︶を

寺田

操

パーティ用の華やかなサラ

詩人

管楽によるクリスマスソングをお楽しみください♪

ム︵大阪市︶のフラムフレン

プロ︑手際よく調理を進めら

だ︒さすが︑皆さんは料理の

の後参加者が実習に取り組ん

ンストレーションを行い︑そ

ズ︵料理教室の先生方向け︶

日︑ハグミュージア

セミナーで︑﹁こめ油の秘密

おいが気にならないので驚い

く︑
﹁築 野 食 品 の こ め 油 は に

こめ油を使っていた方も多

れていた︒

れた︒

上のメニューを考案し︑これ

密﹂を解明したいとの声もあ

が 次 々 に 出 て︑
﹁こ め 油 の 秘

こめ油や山椒香味油への質問

た﹂との声があがった︒また︑

までに送り

小田先生は︑１ヵ月に

出したメニ

一般の方向けには︑小田先生

こめ油を使った料理が好評で︑

体と心に優しいと︑昨今は

り︑関心の高さが伺えた︒

め油を使っ

この日は

ている︒

野食品工業本社内で開催され

グサロン﹂が毎月一回︑㈱築

数多くある︒ による﹁ＴＳＵＮＯクッキン

たレシピも

以上で︑こ

ューは５千

以

よるこめ油の講習会が開催さ

料理研究家・小田直子先生に

と使いこなし﹂をテーマに︑

月

こめ油の秘密と使いこなし

防にぴったりの白菜ですが︑ ダに︒

ビタミンＣが多く風邪予

塩の漬物が定番︒紫白菜は︑

我が家では芯の部分を中華
なのに︑レッド︵紫︶白

古代韓国の新羅︑高麗期は仏

はじまりました︒

風甘酢に︑葉と芯は昆布と
菜が店頭に並んだときは︑

の地の白菜の美味しさに驚
ました︒買おうか買うまい

手をだしました︒紫キャベ

き︑種を持ち帰り︑栽培が
か迷ったのですが︑サラダ

店頭でみつけたときは驚き

くらいしかレシピが思いつ

揚げパイのように香ばしい
…

ツ︑紫玉ネギで﹁色彩﹂の

◀梅雀果

かずやめました︒

梅雀果︵メジャックァ︶
は韓国家庭に伝わる揚げ菓
子だ︒旧家では正月の来客

蒟蒻のように捩じって油で揚げ

教国家で︑胡麻油や蜂蜜を使っ

まちかどまちなかコンサート

レシピの説

「お米について」の情報満載！ http://www.tsuno.co.jp

芯は拍子切り。
輪切り赤唐辛子と
胡麻油で炒め
ドレッシングをかける。

明後︑デモ

0120-818-094

和歌山県伊都郡かつらぎ町新田94

サラダ＆中華甘酢

▶小田先生
︵左︶

０７３６-２２-００６１

好評受付中！

用に年末にたくさん作った︒

たものを蜜に漬けたカリントウ

た仏供菓子が多く作られて︑そ

は材料面から新羅時代︵７・８

様の菓子だ︒生地に生姜汁を入

れらは中国でも持て囃されてい

これは捏ねた小麦粉を薄く延

れて風味を加え︑仕上げに松の

た︒その後儒教独尊の朝鮮時代

世紀︶に生まれたのではないか

実の微塵︵みじん︶切りを塗し

に入り仏教は衰退するが︑宮中

ばして小さく長方形に切って︑

高級感を出す︒捩じれた形が梅

では前代の食習慣が残り︑古代

と推察される︒

に止まった雀のようだというこ

菓子の命脈は保たれた︒その内

縦に３本の切り込みを入れ手綱

とで雅︵みやび︶な名が付いた

の一種が梅雀果で︑油で揚げた
香ばしさと素朴な甘さが現代韓
国人にも愛されている︒

お申し込み・お問い合わせは

工 場 見 学

⓮

︵なかなかそうは見えないが
確たる文献はないが︑梅雀果

ゴラ読者に

（注）
マグロとは思えない風味になる。

山下 孝夫
︶︒
…

400g

すてきなホリデイ
（竹内まりや）/そりすべり
（L.アンダーソン）
※順不同

プレミアム

時 】2016年12月18日
（日）16：00
入場 無料
場 】門真市立二島小学校 １階ホール
※上履きをお持ちください
演 】管楽アンサンブル EMANON
目 】クリスマス・イブ（山下達郎）/ラスト・クリスマス
（Wham!）
/恋（星野源）/

ア
！
ント！
プレゼ
照）
ゼント欄参

【 日 時 】2017年1月14日
【出 演】
（土）14：00（開場/13：30）
【 会 場 】門真市民文化会館 ルミエールホール 2階・展示ホール
伏見 龍水
【 入場料 】全席自由 前売1,200円
（当日1,500円）
《お問い合わせ》
門真市民文化会館 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

〒649-7194

▲温室に到着したゴロン太君

芯と葉を細切り。
胡桃やレーズン
（柑橘系の果物でも）
と
ドレッシングを
ポリ袋に入れて軽くもむ。

31

古典芸能の会 〜古典曲独楽〜

616円（税込）

410円（税込）

ご予約
受付中

●サラダ

10

古典曲独楽の伏見紫水に師事して26年。現在は、
関西で唯一の曲独楽師として貴重な存在。
天満天神繁昌亭にも常時出演し、
落語の合間にいい味を出している。

第93回
るみえーる亭

ライスオイル ライスオイル

400g

☎072-838-1557

いったん薪ストーブを動

年内は、12月30日まで営業。年始は1月2日より営業いたします。

③それをさっと揚げる。レモンソースで。
料理人

22

温かな雰囲気と居心地の良い、
隠れ家レストラン。

●中華甘酢

60

■月曜日定休

ディナー／17：30〜21：00
営業時間■ランチ／11：30〜14：00

★ご予約をお願いいたします。
ご予約

ビストロ新

12月3日
（土）10：00〜12：30（雨天実施）

各日定員15名様
※満席になり次第締め切り
（税別）

7,000 円

かし始めたら︑一冬︑燃や

各日18：00〜 生演奏：ビートルズサウンドライブ

し続ける薪が必要ですが︑

クリスマス

特別

ディナー

イベント情報
森の教室 第20回
「巣箱観察と植物園の鳥たち」

・24日（土）
・25日（日）
12月23日（金・祝）

植物園の間伐材だけでは足

特別コースと生演奏でお楽しみください。

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

寝屋川市東大利町７-13-２Ｆ
（ベル大利内） ■京阪電車「寝屋川市駅」南口より徒歩５分

16

音楽とともに in ビストロ新

りません︒沢山の方に伐採

美味しさに話も弾みます！

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

創作仏蘭西料理

10〜18名様の貸切にて、
3階の和室大広間をご用意します。

ディナー：3,500円（税別）〜

②小麦粉、黄身、パン粉の順に
衣をつける
（コショウ少々）。

「 素朴ながら古雅・梅 雀 果 」

12月
ランチ ：1,800円（税別）〜

①マグロの切り身（小）
を肉タタキで叩く。

佐野 良一

2016年

ご友人、ご家族、お仲間との
美味しい時間をどうぞ。

マグロ ビーフ風カツ
イベントプロデューサー

―交野市―
11

忘・新年会 女子会

【日
【会
【出
【曲

（7面プレ

2016年
（平成28年）12月1日
（木曜日）
第317号
〈5〉

リー映画祭で出会った
『鉱ARAGANE』。 言葉も通じない坑夫たちと行動を共にした、小 た。
まさに私が生きている生活空間と地続き、

うにしている︒なぜなら︑そこに障

イベントには︑なるべく行かないよ

バリアフリー自体をテーマにした

電動車椅子での出発まで介助してく

は︑手慣れた援助ができる女性が︑

てくれたので快適に過ごせた︒帰り

でも色々な人が代わる代わるケアし

れた︒尋ねると︑台湾で看護師をし

碍者が集まることがバリアフリーじ
ゃないと思うからだ︒自分の行きた
ていたという︒﹁原来如此！︵なる

るだろう︒だからこそ︑私は出かけ

のような試み自体が難しい現実があ

とはいえ︑もっと重度の人は︑こ

両面がバリアを無きものにする︒

言ってもらえた︒施設面と人的援助︒

から会場選びも気をつけますね﹂と

と国際交流も融合している︒﹁今度

と皆さんにお礼を言った︒そのこと

﹁おかげ様で楽しく過ごせました﹂

ほど！︶﹂

い所へ行き︑そこでバリアを感じず
に過ごせたら︑それこそがバリアフ
リーだ︒
先日は︑台湾日本交流会に参加し
た︒以前は会場についてあらかじめ
問い合わせることも多かったが︑最
近は行ってしまえば何とかなると感
じるようになった︒この日の会場も

で

る︒その際︑交通機関などに意見を
言うこともある︒
もちろん︑自分が行きたいから行
くのだ︒が︑加えて︑私が通った跡
とも願っている︒
…

にバリアフリーの道が少しでも花開
けば

曲ジグや︑フォークダンスのリー

れていますが︑アイルランドの舞

わゆるフェアリー・ダンスと呼ば

妖精はダンスが大好きです︒い

います︒うっかり誘いにのって輪

を妖精の世界に連れていってしま

をフェアリー・リングと言い︑人

ません︒妖精が輪になって踊るの

ピードについていけないかもしれ

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︑

分です︒

ご予約をとってください︒
所
※要時間は約

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

守口市 立石薬店 検 索

歳になった今もまだア

グで活躍中の上原投手︒

慢の人物がいる︒大リー

寝屋川にはもう一人自

本年も有難うございました︒
年内営業は 月 日︵木︶まで
年始営業は１月５日︵木︶より
豪栄道が全勝優勝した
秋場所の千秋楽︑地元寝
屋川市は沸きに沸いた︒
さほど相撲に興味のない
私でさえその瞬間︑テレ
何度

ビの前で小躍りして思わ
ずガッツポーズ！

も襲ったカド番の苦しさ
を乗り越えてつかんだ栄
冠︒感激もひとしおであ

今年はもう一つ︑

ろうと感動した︒
地元出身のお笑
い芸人︑ピ

関西スーパー

階上でエレベータはなかった︒それ

電動車椅子

ＧＯ！
長澤 靖浩

妖精 は
ダンスがお好き？

ルなどが得意なようです︒人間が

このアーサー・
ラッカムの挿絵は︑

立石薬店

健康セレクトショップ

月

日︑寝屋川市のエ

に知り合いの名前を見つける

ませてもらっています︒投稿

★身近な話題が多く楽しく読

紅葉を経て冬を迎えます︒

キした秋も終わりに近づき︑

ド﹂﹁ハロウィン﹂とウキウ

★﹁豪 栄 道 の 優 勝 祝 賀 パ レ ー

湊順子様

月からの寝屋川市駅前の

と嬉しくなります︒京阪沿線

で︑おひとり様を楽しめる場

枚方市

所やサークルがあれば知りた

いです︒

イルミネーションを楽しみに

しています︒

いた塩レモン︑我が家でも眠

★﹁食 卓 の 風 物 詩 ﹂ に 載 っ て

匿名希望様

大学と自治体が連携して︑お

っているかも

寝屋川市

もしろいことをしているんで

ました︒そろそろ起こしてし

月号の記事︑大阪国際

すね︒寝屋川市 川中春乃様

★

●これからもいろいろな取り

守口市

っかり働いてもらいます︒

小林佐知子様

組みを紹介します︒機会があ

寝屋川市

★いつも見ている韓国の人気

れば参加してください︒︵編︶

況で楽しかったです︒

テレビ番組﹁スーパーマンが

ダーランド﹂に紹介されたバ

深く読みました︒想像だけで

エレベーターの話︑大変興味

★﹁電 動 車 椅 子 で Ｇ Ｏ ！ ﹂ の

初めてこの新聞を見ました︒

立ち寄った野崎観音休憩所で

★飯盛山ハイキングの帰途に

匿名希望様

村上美和子様

で︑アゴラの情報は出会った

枚方市

もっと車椅子目線を発信して

い！

★﹁ 韓 食 ワ ン ダ ー ラ ン ド ﹂が

小さな映画館より﹂をいつも

★シネ・ヌーヴォの﹁まちの

松永ふみ子様

★小さな文字でも読みやすい

楽しく読んでいます︒

大東市

折の話題になり嬉しいです︒

紙面です︒毎号楽しく読んで

匿名希望様

います︒枚方市 髙岡尚子様

門真市

ください︒

もっと色んな食文化

加藤茶羅様

メリカでの現役続行に意

大学生の学びが社会につなが

とても興味深く読みました︒

の協働プロジェクトの記事は︑

したりの繰り返しです︒

好きです︒納得したり︑感心

★﹁ お 金 は キ に な ら な い ﹂が

訪ねています︒あらためて知

を持って友達と行ける範囲を

楽しみにしています︒アゴラ

永岡孝一様

大阪市旭区

欲をみせている︒彼はい

るというのは︑とても良いこ

枚方市

︵編︶

●さらに読みやすい紙面づく

う﹁諦めたらそこで終わ

とですね︒地域密着の読み応

りに努めます︒

り﹂と︒一念を貫き通す

えのある内容なので︑いつも

ります︒門真市

藤沢明子様

ることが沢山あり︑勉強にな

★﹁き ま ま に ぶ ら っ と 関 西 ﹂

姿は若い人に勇気を与え

匿名希望様

てくれる︒トラキチとし

年︒朝日新

聞購読と共にアゴラと出会い︑ ★室池いきもの王国は︑子ど

★門真に住んで

もも自然が好きなので行って

堀内久美子様

みようと思います︒

京田辺市

楽しみにしています︒

初応募かと思います︒近隣情

高橋由樹様

報など︑毎号楽しみにしてい

寝屋川市

●これからも地域の人・物・

内川英美様

心をつなぐ情報をお届けでき

★関西医大と枚方市の取り組

谷所恵子様

ます︒ 門真市

ほしいのだ

み︑生活習慣病予防の実証実

︵編︶

屋川は素晴

るよう頑張ります︒

らしい人材

門真市

まなくてはだめですね︒

ますが︑それには枚方市に住

験を受けてみたいと思ってい

とにかく寝

が︵笑︶︒

ニホームを着て

帰ってきて阪神のユ

てはそれより早く日本に

★大阪電気通信大と四条畷市

枚方市

を紹介してください︒

せん

っぱり韓流ドラマは欠かせま

お騒がせ中のようですが︑や

楽しいです︒お国の大統領は

は分からないことが多いので︑ 北河内には知人友人も多いの

ナナ牛乳︒一度飲んでみた

が飲んでいたのが﹁韓食ワン

︒ドキッとし
…

帰ってきた﹂の中で子ども達

ＡＺＺコンサートがあり︑盛

スポワールでワンコインのＪ

★

たくさんのお便り
ありがとう
ございます！

が育った町で
ある︒

来年はまたどんな夢が

咲くのか楽しみだ︒

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｡

バリアフリー

12

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｡

ース・又吉
さんが処女
作で見事芥
川賞を受賞
するというビ
ッグニュースが重
なった︒二人の快挙は寝
屋川市を一躍全国区にし

２０１６ おらがまち

30

●残念ですが︑枚方在住 在･職

■お申し込み方法〈郵便振替〉

妖精妖怪アートサロン

10

在
･学の人が対象です︒︵編︶

※お申し込みは1年分のみ承っております。

妖精が﹁僕は踊り
たい気分だ﹂と言
っているところで
す︒このセリフは︑
妖精の﹁僕はこの
うえもなく幸せ
だ！﹂という気持
ちの表れなのです︒

てくれたし我々に夢と希

42

! !

40

29

ヘルシー BOX
TEL
0120-868-203
FAX

エッセイ 池永昌隆
廣田建次

（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。）

「イルミタイ」

に入ったら︑帰ってこれませんよ︒
レベル刊『Fairy Book 井村君江の妖精図鑑』
より

21

■定期購読料金
購読料1年分（12紙）
国内宛・送料込：3,000円

亀井澄夫

代表

P

イラスト

定期購読のご案内

9

その中に入ると︑なかなかそのス

『Dancing with the Fairies』

○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

2017年1/2
（月）
〜

かけがえのない映画体験だっ
間近で発見し、
そして暗い地下をさらに深く が蘇るとともに、

www.cinenouveau.com

シネ・ヌーヴォ
ゴラ読者に

あの窒息しそうな記憶
き、坑夫の肉体が労働そのものだということを 話をいただいた時には、

⑩
アーサー・ラッカム挿絵

ア
！ 大阪市西区九条1-20-24 TEL.06-6582-1416
ント！
プレゼ
照）
ゼント欄参

「映画作家 黒木和雄
非戦と自由への想い」招待券
山形で出会ったプロデューサーから上映の
舞台となるボスニアの炭鉱に私自身が身を置

繋がりを強く感じた映画でした。
満員の場内の一番前の席で観たのですが、 田香監督の追体験なのかもしれません。

『鉱ARAGANE』12/10（土）〜
『ハッピーアワー』12/17（土）〜
一つは、昨年10月の山形国際ドキュメンタ 手探りで進む。それはひとりでカメラを持って かで優しく、
しばらくその余韻が抜けずにいまし

11

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。

ように、
チリやほこり、水滴を吸い込み、暗闇を 共有する時間が濃密で、苦しくもあるけど軽や いる作品です。ぜひ、劇場でご覧くださいね。
込んで上映を決めた作品が並びます。

12

望を与えてくれた︒

00940ｰ6ｰ41022

口座番号
加入者名
お振込金額
払込人情報

そのものでした。映画館の暗闇が遠く離れた ての上映ですが、今年1月に十三の第七藝術 で、年 末 のシネ・
末に突入しようとしています。

でもまぎれも
もう一つは濱口竜介監督の『ハッピーア ない、
気合いを入れていたつもりだったのですが、
い 後は監督の舞台挨拶もそこそこに劇場から逃

験する 映画 とい
こともあり、東京公開を待たずに、全国に先駆

山﨑 紀子

う枠に収まりきら
12月ですね。早いです。30代最後の年と 潜っていく…。閉塞感、窒息感に包まれ、上映 けて大阪での公開を決めました。

©Kori Oda

両 作 品とも体
たことを思い出し、小田監督が大阪出身という
シネ・ヌーヴォ支配人

まちの小さな映画館より vol.30

〈6〉
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（平成28年）12月1日
（木曜日）
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つも通り、追われ追われて、追われまくりの年 げ出しました。それは映画鑑賞というより体験 ワー』。昨年12月の公開から1周年記念とし なく映画そのもの

そんな中、
シネ・ヌーヴォでは私自身が惚れ ボスニアの炭鉱につながっている、坑夫と同じ 劇場で鑑賞した時には、同世代の女性4人と ヌーヴォで上映できることを心から嬉しく思って

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︾

とから︑お酒のために苦し

む本人はもちろん︑その家

⑧一心寺・安居神社

●
一心寺

族が訪れて酒封じ祈願をす

るようになったといわれて

いる︒

●安居神社

一心寺の真向かいにある

神社で︑真田幸村が最期を

迎えた地として︑あまりに

有名︒

を︑徳川軍に発見

古文書が散逸してしまっ

された︒幸村は連

ているため︑創建された年

幸村が構想していた作戦

日の戦闘で負傷し

出会い︑槍まで合わせ︑そ

は分かっていない︒だが︑

は︑まず徳川軍の本隊を誘

ており︑また疲労

の身まで討ち捕らえ︑天下

天慶５年︵９４２︶から菅

い出し︑家康本陣の守りを

困憊して戦意を喪失してい

る一本松の下で休

は確かである︒ちなみに

手薄にしておいて︑あらか

たところを︑松平忠直隊の

息しているところ

﹁安居﹂という名は︑菅原

じめ背後に回らせておいた

︵１６１５︶５月７日のこ

徳川四天王のひとり本多

道真が大宰府に流される途

明石全登︵てるずみ︶隊と

とである︒

忠勝の第二子・本多忠朝

中︑風待ちのためにここで

原道真が祀られるようにな

︵ただとも︶の墓所で︑お

休息を取ったことに由来す

ったといわれているので︑

酒を断ちたい人が多く訪れ

様︵家康︶へ差し上げ候﹂

その時代より前であること

る﹁酒封じ祈願﹂でも知ら

鉄砲頭・西尾久作の槍で討

以上が︑よく知られている

ち取られた︒享年

幸村の最期である︒

が︑討ち取った本人の証言

挟み撃ちで家康を討ち取る

が前線にいた毛利勝永の部

として﹁幸村が闘いながら

というものだった︒ところ

夏の陣で幸村は︑徳川軍

隊が︑先走って鉄砲を発射

ところが今年の秋︑この

いずれにしても幸村を討

説に相反する史料が︑福井

ち取った同じ人物なのに︑

してしまう不手際が発生し

前松平家の家臣で鉄砲頭を

相反する説が唱えられてい

たため︑作戦は実行する前

務めた西尾宗次︵後の久

最期を迎えた﹂とする説を

陣に向かって突撃を敢行︒

作︶が︑夏の陣から４〜７

るのが面白い︒

補強する史料として評価す

一時は家康に切腹を覚悟さ

年後に別の家臣・山上甚左

大河ドラマでは︑どう描か

県立図書館で発見されたと

せるところまで追い詰める

衛門に送った手紙の写しで

れるだろうか︒

の報道があった︒

のだが︑兵力に勝る徳川軍

﹁殿様︵家康の孫・松平忠

に破綻してしまった︒

を相手に︑さすがの幸村も

直︶の馬先において真田に

﹁もはや打つ手なし﹂︒覚

力尽きる︒わずかな手勢を

悟を決めた幸村は︑家康本

伴って安居神社の境内にあ

るという説がある︒

年

を迎え撃つため︑茶臼山に

忠朝は無類の酒好きで知

本陣を置いた︒慶長

20

2016年
（平成28年）12月1日
（木曜日）

れている︒

られ︑それが災いして冬の

▶さなだ松と幸村像

陣で大きなミスを犯してし

まい︑家康から厳しく叱責

された︒夏の陣でその汚名

を返上するためはなかなか

の奮戦ぶりを見せたものの︑

天王寺の戦いで毛利勝永が

率いる軍勢に正面から突撃

して討死する︒死に際し

﹁戒むべきは酒なり︑今後

第317号
わが墓に詣でる者は︑必ず

酒嫌いとなるべし﹂と︑己

の酒好きを悔いる言葉を残

したと伝えられる︒そのこ

〈7〉

イベント情報

PRESENTS

◀安居神社にある幸村最期の地を示す石碑

手紙は明治時代に書き写

されたものとみられている

る学者もいる︒

だった︒ と記されてあるという︒

徳川方として参戦した越

未だ謎の多い幸村の最期︒

枚方市
守口市
■市民会館
（申･販）
☎072-843-1122
■ムーブ21
［守口市生涯学習情報センター］
（問）
枚方市文化国際財団☎072-843-1123
（問･申）
☎06-6905-3921/✉ﬂmove-@nifty.com
【大ホール】♪人権週間事業「ダ・カーポ トーク＆コ 【1Fエントランスホール】各料金500円/友の会400円
−大ヒット曲「結婚 ♪❶12/4
（日）
14：00「坂茉莉江（ヴァイオリン）
・芝崎莉緒
ンサート〜野に咲く花のように〜」
するって本当ですか」や映画、
テレビドラマの主題歌な （ピアノ）エクセレントデュオコンサート」 ❷12/11
14：00「立川正美 サクソフォンフレッシュコン
ど幅広いレパートリーを持ち、
音楽を通して人権を守る （日）
（日）
17：
サート」演奏：佐藤亜美（ピアノ） ❸12/11
活動を積極的に行っている ダ・カーポ のコンサート−
12/8
（木）
14：00 入場無料/要整理券（問）
枚方人
30「佐藤亜衣・八塚真秀 ピアノデュオコンサート」
権まちづくり協会☎072-844-8788
❹12/18
（日）
14：00「ベルクレール クリスマスコ
♪「チェコ少年合唱団『ボニ・プエリのクリスマス』
ンサート」 ❺12/18
（日）
17：30「田原希美・今井彩
〜天使たちが贈る、
クリスマスコンサート〜」
−心から
香 ピアノデュオコンサート」
（日）
14：00
楽しめる舞台で聴衆を魅了するチェコ少年合唱団
♪「クリスマス エクセレントライヴ」12/25
料金1000円/友の会900円
「ボニ･プエリ」がクラシックや民謡、
映画音楽、
クリスマ
スソングを披露。
この日のために結成された枚方のこど 【1Fギャラリー】♪「福原真衣子（ピアノ）コンテンポラ
−映画音楽から自作曲まで、即興演奏や独自の世
リー」
も合唱団も共演−12/10
（土）
15：00 一般3500円
49
界観を−12/10
（土）
19：00 料金1000円
（1ドリンク付）
（当日4000円）
/友の会各300円引/高校生以下
■エナジーホール
［守口文化センター］
2000円
（当日共）※未就学児入場不可
−有名なヘンデル
（問･販）
☎06-6992-1276
♪「枚方市民メサイア公演2016」
− 男はつらいよ から20年。山
作曲「メサイア」
を約160名の市民合唱団と、
谷村浩指 ♥映画「家族はつらいよ」
（火）
①10：00②14：
田洋次監督待望の喜劇！
−12/20
揮の枚方メサイア管弦楽団で演奏。
アンコールは会場
（日）
14：00 一般1000円
（当
00③17：00 前売1000円
（当日1300円）
/60歳以上、
全員で大合唱！
−12/18
日1200円）
/高校生以下500円
（当日共）※未就学児
大学･高校生、障がい者と介護者800円
（当日1100
入場不可 指揮：谷村 浩 出演：安部り麻（ソプラノ）/大
円）※友の会各100円引、中学生以下当日800円
垣華代暦（アルト）/島袋羊太（テノール）/黒田まさき
（バス） 寝屋川市
♣劇団スイセイ･ミュージカル「クリスマス･キャロル」 ■市民ギャラリー
（問）
☎072-811-5544
−主演の川崎麻世をはじめ、
杉本彩や吉田要士など
〈アドバンスねやがわ二号館3F 駅前図書館内〉
豪華キャストで贈る、
最高のクリスマスプレゼント
！
−
10：00〜21：00/第3木曜休館/無料
12/20
（火）
18：00 前売･当日9000円
（全席指定）
※各展示により、
開始〜終了時間は変わります。
（金）
〜7
（水）
※4歳未満入場不可（問）
サンライズプロモーション ♦「パッチワーク・キルト 綿の会 」〜12/2
♦「No.50 アドバンス・フォト・サロン写真展」12/9（金）〜14（水）
東京☎0570-00-3337
プレゼント ■ラポールひらかた【4F大研修室】
（主･問）
映画「校 ★「冬のおたのしみ会」
−エプロンシアターやパネルシア
庭に東風吹いて」
を見る会☎072-845-2629
ター、
工作など楽しい催し−12/18
（日）
14：00 先着20
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−」♥映画「校庭に東風吹いて」−学校では一切声を出
名 ※申込不要
招待券
招待券
（金）
〜25
（水）
せない場面緘黙（かんもく）症の児童や、父親の借金 ♦「ステンドグラス展〜光と灯り〜」12/23
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
で貧しく問題行動の多い児童など、
さまざまな事情を ■アルカスホール
［市立地域交流センター］
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
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
持つ子どもたちに寄り添う女性教師の感動の物語− （問･申･販）
☎072‐821‐1240/℻.072-821-124
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。
12/3
（土）
①10：00②12：30③15：00 一般1200 【メインホール】
♪「アルカスクリスマス ピアノデュオ
12/23（金･祝）〜2017年4/2（日） 5組10名様
11/19
（土）
〜2017年1/15
（日）
円
（当日1500円）
/高校･大学生、65歳以上1000
コンサート」
−ピアニスト池田純子と安積京子がクリス
1,500円×2
あべのハルカス美術館
神戸市立博物館（神戸市中央区京町24）
円
（当日1000円）
/小･中学生800円
（当日800円） マスにおススメのクラシックの名曲を、
世界の名器スタ
（大阪市･あべのハルカス16階） 5組10名様
レスコ画》
1,300円×2 《門世の柵》昭和43（1968）年 （問）
☎078-391-0035 前17世紀《漁夫のフ
テラ先史博物館蔵
定員145名 監督：金田敬 原作：柴垣文子 出演：沢
ンウェイコンサートグランドD274で奏でる−12/10
（土）
（問）
☎06-4399-9050
棟方志功記念館蔵
©The Hellenic Ministry of Culture and Sports-Archaeological Receipts Fund
口靖子/岩崎未来/向鈴鳥/星由里子 他
18：30 前売3000円
（当日3500円）
/ペア券5000円
C「プラレール博 in ＯＳＡＫＡ
D 企画展「祈りの美
■サンプラザ生涯学習市民センター
/さくら倶楽部会員10％割引
招待券
入場
無料券 ひろがる
！新幹線×プラレールワールド!!」 〜清水公照・平山郁夫・杉本健吉…」
（問）
☎072-846-5557/第4日曜休館/無料
【ギャラリー】♪「寝屋川アコースティックシティ〜ア
「北海道新幹線はやぶさ」
や「北陸新幹
宗教から美術へ活動の場を広げた清水公照、
【市民ギャラリー】金曜〜水曜10：00〜18：00
（水17：
ルカス･クリスマスコンサート〜」各日19：00 前売500
線かがやき」
など、新幹線がいっぱい！
シルクロードをテーマに深淵なる絵画世界を
00）
/木曜休館
円
（当日800円）各日申込順80名 ❶12/15
（木）
1/1
（日・祝）
〜5
（木）
・7
（土）
〜9
（月・祝）
構築した平山郁夫、奈良の風物を独特の
10：00〜16：30 ※1/6
（金）
は休館
♦平成28年度市民ギャラリー企画展「枚方の美術家ミニ Vol.2「70年代フォーク特集」出演：岡本秀人/さ
造形感覚で捉えた杉本健吉。三者三様の
祈りの心…。1/14
（土）
〜3/15
（水）
5組10名様
大阪南港ＡＴＣホール
アチュール展2016」
−各ジャンルで活躍を続ける枚方
つまいも/ミントオリーブ/師音 ❷12/16
（金）
Vol.3
900円×2
プラレール博 in OSAKA事務局
10
組20名様 400円×2
奈良県立美術館
入場記念品は
（金）
〜14
（水） 「ストリートミュージシャン特集」出演：犬丸翔太郎
の美術家の作品約60点を展示−12/2
（問）
☎06-6325-5777
お渡しできません。
（問）
☎0742-23-3968 清水公照《紅富士》昭和60年 ♦「第34回北河内ブロック高等学校美術・工芸展」
© TOMY
「プラレール」
は株式会社タカラトミーの登録商標です。 （奈良市登大路町）
/VO/GO ❸12/23
（金・祝）
Vol.4「アコギガール
−北河内地区の高等学校・支援学校高等部の生徒
ズ＆ボーカル特集」出演：森ひな/岸本しおり
E「夏川りみと京フィル スペシャルコンサート」 F「アルカス寝屋川市民音楽祭」
招待券
招待券
〜21
（水）
❖「第四十回 由瓶のさくら寄席」12/20
（火）
14：00
〜紙ふうせんと
「翼をください」を一緒に歌いましょう!!〜 による作品を展示−12/16（金）
大ヒット曲「涙そうそう」
をはじめ、
「愛よ愛よ」、
（金）
〜
前売･予約1000円
（当日1200円）出演：笑福亭由瓶
【ふれあいホール】♦「ほっこり絵手紙展」12/2
【１部】合唱・コーラス・ゴスペル・アカペラなどで
「童神」
など、沖縄の歌姫・夏川りみの
7
（水） ♦「清川浩美布えほん展」12/9
（金）
〜14
（水） /桂しん吉/笑福亭呂好（予･問）
℡090-5167-2665
活動しているグループ ※出演者募集中
透き通った声に癒やされるコンサート。
【２部】
「ゲスト出演 紙ふうせん ミニライブ」
歌姫と京都フィルハーモニー室内
■くずはアートギャラリー
（問）
☎072-866-3490
■ふらっと ねやがわ
［男女共同参画推進センター］
フィナーレに
「翼をください」
を大合唱！
合奏団の息もぴったり
！
3組6名様
〈市立産業振興センター5F〉
（問･申）
☎072-800-5789/
金曜〜水曜10：00〜19：00/木曜休館/無料
1/29
（日）
15:30〜
1/20
（金）
18:30
5,000円（S席）
×2
3組6名様
♦「恵艸会書展/林書道教室」12/2
（金）
〜7(水)
℻.072-800-5489/無料/要申込 ※保育
（生後6ヶ
2,000円×2
枚方市市民会館 大ホール
アルカスホール
「紙ふうせん」平山泰代・後藤悦治郎
♦「阪口秀岳先生遺墨展」
「《あまね展》三宅周子 ス
月〜就学前児）
は開催4日前までに要予約/先着順
夏川りみ （寝屋川市立地域交流センター）
（問）
枚方市文化国際財団 ☎072-843-1123
（問）
☎072-821-1240
「メトロレディーブルース」
−暮らしに
テンドグラス作品展」12/9
（金）
〜14
（水）◎ワーク ♥ふらっとシネマ
特別
組20名様
G 企画展
H 映画「映画作家 黒木和雄
「コレクションの愉しみ 10600円×2
不安がつのる東京メトロの売店で働く非正規社員が、
ショップ12/10
（土）
①13：00②14：30③16：00・
2組4名様
招待券
招待券
非戦と自由への想い」 1,700円×2
─印判手の皿とアジアの凧─」 （常設展示観覧可）
声をあげ、
立ち上がった！涙と笑顔のドキュメンタリー。
12/11
（日）
④13：00⑤14：30 参加費3000円 各
印判手とは銅版などで絵付けした陶磁器で、
戦争レクイエム4部作、生前の映像と文章、恋人･妻･同志で
上映後に懇談会−12/3
（土）
13：30〜15：00 申込
回先着3名 ♦「第1回ペン画協会展/佐藤絵画教
色合いと実用性が魅力の和の骨董。
あった暢子さん、共に映画を創った仲間、同世代の文化人ら
順25名
室」12/16
（金）
〜21
（水） ♦日伊国交150周年記
約40年収集した凧と凧絵のコレクションは、
の証言などを通して監督の平和への思い
「災害が照らし出した男女共同参画セ
念イタリア文化会館-大阪・枚方市共催事業「中井克 ◎市民セミナー
地域性や時代性が感じられ愉しめる。
を追ったドキュメンタリー。1/2
（月）
〜
巳《アペルトゥーレ（ひらく）展》」12/23
（金）
〜1/4
（水） ンター
（女性センター）
の役割」
−非常時に女性が力を
12/7
（水）
〜2017年2/13
（月）
シネ･ヌーヴォ ※6面
■市立消費生活センター
［サンプラザ3号館2F］
（問･
発揮するには日常的な活動が重要。
センターの役割や
大阪歴史博物館 6階 特別展示室
（地下鉄中央線九条駅6番出口徒歩３分）
津軽凧 青森県弘前市
（大阪市中央区大手前）
☎06-6946-5728 成田保氏作
☎06-6582-1416
申）
☎072-844-2433 9：00〜17：30
（土日祝を除く） 理念への理解を深める講座−12/12
（月）
15：00 申込
木村薫氏所蔵 （問）
【研修室】◎セミナー
「身の回りには危険がいっぱい！？ 順35名 講師：矢口悦子（東洋大学文学部教授）
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
（
し
ょ
う
じ
ょ
う）
「猩々
」 2組4名様
食事券
〜くらしの中の製品事故〜」12/8
（木）
10：00〜11： 四條畷市
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」
【森のギャラリー】
☎072-876-1911
30 先着40名 対象：市内在住･在職･在学の人 講 ■アイ・アイ・ランド
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
9
：
00〜17
：
00
（初日11
：
00〜/最終日〜15
：00）
師
：
（独）
製品評価技術基盤機構
（NITE）
職員
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。
♦「ステンドグラス作品展 田渕川裕子とゆかいな仲間
門真市
〜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）
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。
ステンドグラス工房『ミモザ』
−ランプ・パネルなど約60
達」
■ルミエールホール
［門真市民文化会館］
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
点の作品、夢のある光が夜を彩る−12/1
（木）
〜25
（日）
（問･販）
☎06-6908-5300
1セット1,026円
（問）☎0120-818-094
プレミアム （寝屋川市木田町17-4）
大阪市
【大ホール】♣「痛快! 爽快! 抱腹絶倒!! 綾小路きみ
ライスオイル400g ライスオイル400g
http://www.tsuno.co.jp ※5面
☎072-823-7001
410円（税込）
616円（税込） （問）
■国立国際美術館☎06-6447-4680（京阪中之島線 渡辺橋
まろ笑撃ライブ」12/5
（月）
14：00 料金5500円
駅）
/月曜
（祝日は翌日）
、
12/28
（水）
〜1/4
（水）
休館
（全席指定）
（問）
グ
ッ
ドラ
ッ
ク･プロモーシ
ョ
ン㈱☎
【プレゼント 応募方法】はがき・FAX・メールで
【B2階】♦「THE PLAY since 1967 まだ見ぬ流れ
086-214-3777
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
の彼方へ」
−関西を拠点に半世紀にわたって活動を続
【小ホール】♪「ＡＵＴＵＭＮＧＬＯＷ ＰＡＲＴⅡ」
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。
−アコースティックコンサートの祭典が12年ぶりに復活！ けるパフォーマンス集団「プレイ」の美術館での初個展。
【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！
本展ではその活動の全貌が、
印刷物・記録映像・原寸
各地からアコースティックな歌うたい4〜6組が出演予
応募締切 12月10日
◎ 〒572-0837 寝屋川市早子町10-19-302
大資料などにより一挙公開−〜1/15
（日）
10：00〜17：
定−12/11
（日）前売2000円
（当日2500円）
/中・高
◎ FAX：072- 834 - 5684 ◎ E-mail：oﬃce@agora-hiroba.com
00
（金･土20：00）一般430円/大学生130円/高校
生500円
（前売･当日共）
/障がい者と介護者は無料
※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。
生、18歳未満、65歳以上、障害者と付添者1名無料
（問）
℡090-3940-8001

第317号

2016年
（平成28年）12月1日
（木曜日）

〈8〉

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︒

お正月元旦も営業いたします︒

おきがる会席 ￥4,500〜

（税別）

先八寸・碗物・造り・焼物・小鍋・御飯・甘味
全7品

ご宴会飲み放題プラン

￥1,575〜

（税別）

桜撫庵では、大・中・小の様々な個室をご用意しております。
ご家族のあらゆる年代の集まり、
ご宴会にご利用ください。
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。
●ご予約・お問い合わせ

TEL.０７２-８２９-２９９２

営業時間/11：30〜15：00 17：00〜22：30
〒572-0041

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

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/

❶

寝屋川
市駅

住まいと
暮らしのお手伝い

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

神経痛・リウマチ・関節炎・筋肉痛
腰痛・背痛・五十肩・打撲痛…

痛み

痛みでお困りの方、痛みをあきらめていた方、
グルコサミンやコンドロイチンで満足できなかった方

すり減った軟骨は、自然には元に戻りません

5％ F
OF
券

この広告を
ご持参ください
使用期限：
平成28年12月末日まで

痛みが、
どんどんひどくなる前に

痛みを改善・緩和する方法が
天昌堂薬店にございます。

その痛み 我慢しないでください。
違和感 いい 漢方薬 があります。

利用者の声

今は、家庭菜園を孫と楽しん
でいます。以前は、階段を降り
るときやかがむ時、
ヒザが痛く
辛かったのですが、すっかりよ
くなり日々の不安がなくなり
ました。天昌堂さんに相談し
てよかったです。
（68歳女性）

川
谷
穂

北郵便局
●

http://tensyodo.com/

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

阪

大

←

●
ライフ
牧野店

駐輪場
●
←

殿

御

駅

野

牧

阪

京
山

→ ●
都
マクドナルド
京
●トマト
＆オニオン

リカー
マウンテン
●

枚方市牧野下島町 8 ─ 12

パチンコ
●
号
13
道
府

前
駅 リー
タ
ー
ロ

→

葉

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

先着100名が鐘をつき、一年の除厄招福を祈願

◎12月31日24時より

23時より「鐘つき券」配布 先着100名

◎12月31日は終夜

甘酒の接待があります。

初まいり
開運招福破魔矢、一家平安身体健全ご祈祷

◎1月1日〜18日（9時〜16時）

野崎観音 慈眼寺

072ｰ876ｰ2324

JR東西線・学研都市線「野崎駅」下車徒歩約10分

http://www.nozakikannon.or.jp

キューバの前議長・

カストロが死去した︒

チェ・ゲバラに影響を

与えた﹁カリスマ的指

導者﹂は﹁独裁者﹂とい

う批判をも浴びる両極

端の評価の持ち主だ︒

しかし︑裕福な農民の

子として生まれながら︑貧困

層へ目を向け︑医療・教育を

無償にするなど︑国民のため

に 働 い た︒
﹁キ ュ ー バ の 指 導

者はただの人間であり︑神で

はない﹂と自身を語り︑質素

に生活していたという︒ヘミ

ングウェイが︑村上龍が愛し

たキューバ︒ブエナビスタの

音に︑サルサのダンスに心騒

ぐ︒村上龍はキューバ人気質

を﹁あきらめるという選択肢

を消し︑リラックスするため

にとりあえず心の状態をポジ

ティブに保つ﹂と書いている︑

その空気を感じたい︒︵安︶

除 夜の鐘 つき

