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大豊作！掘ったイモどんな味？

朝日新聞

６月に苗を植え付け、水やりや草抜

作った。同保育園は、高野公園に建設

めっちゃかわいかった」
。備前明日葉さ

きなどをして育てた。11 月 16 日に１・

中の施設ができるまで小学校の空き教

ん（３）は「お姉ちゃんと一緒に砂糖

２年生で収穫。
「うんとこしょ！どっこ

室を利用することになっていて、様々

をかけた。優しくしてくれてうれしかっ

いしょ！」まるでツルと綱引きをするよ

な取り組みで児童と交流している。
（交

た。甘くておいしかった」
。

うに掘り出した。今年は大豊作で、形

流は施設完成後も継続予定）

童に
山手小児 」
め
初
よる 「書

届 ！

収穫量はバケツに軽く３杯と昨年
に比べて豊作だった。毎年協力して

ら、園児は児童を頼りながら、包丁で

験になったと思う。普段、児童はまだ

山本怜央君は「折れずにスッキリした。

サツマイモを一口大に切って砂糖と油

まだ子どもだが、今日はしっかりした

吹田の特産 おめでたい

市特産の吹田くわいは他種と比べ
（荒井美咲さん）

て小ぶりだが、渋みが少なくホクホク

学年で一番の大きさ。きっと『オレの

をかけた後、ホットプレートで焼いた。

姿が見られたのも良かった」と評価し

と甘いのが特徴。江戸時代には京都

４年の西田陽香さんは「家では妹や

た。なお、１・２年生は別日に調理して

御所へ約 200 年に渡って献上され、

山のイモを両手に抱えた２年の田尻一

弟とケンカばかりしてるけど、
（園児は）

食べた。

現在は府の「なにわの伝統野菜」に

（岡野）

途君は「水やりの時、
『大きくなあれ』

も認証されている。

と声をかけた。
『わかったよ』と返事し

戦後、宅地開発や除草剤の多用な
どにより絶滅の危機に瀕したが、昭和
38 年、南吹田で自生していたものが

30 日、４年生と「玉川学園高野公園

関西大学に持ち込まれ、それをきっ

保育園」の園児が一緒に大学イモを

かけに保存運動がおこった。平成 14
年にその子孫をＤＮＡ鑑定した結果
「まさに吹田くわい」とのお墨付きを
内各地で栽培が盛んに。同小での取
り組みは13 年目になる。
５月終わりに種芋を植付けて約半
年間、雑草引きや水の管理などをし
てこの日を迎えた。児童たちは水が
調理実習で児童と保育園児が一緒に大学イモを作って交流。

抜かれた16平米ほどの田んぼに入り、
（浅田優杏さん）

手やスコップで土の中を探した。
くわいは塊茎（かいけい。食べる部

開催中の第41回朝日旗北大阪少年野球大会は、1月7日に万博少年野球場で

分）から芽が立派に伸びるため「お

準決勝・決勝が行われる。当紙発行地域から、４チームが８強入り。優勝したら

芽でたい」
、一株から多くの塊茎をつ

でっかく写真を掲載するぞ！ 大会レポートは『千里あさひくらぶブログ』
で検索。

けるので「子孫繁栄」と言われ、縁起
食材としてお節料理にも使われる。
（中野尊文くん）

だろう」と推測した。
また、ふつう塊茎は深く潜るので
収穫が大変だが「山手小は底にビニ
ルを敷くので浅くて（15 ㌢程）楽。し
かも大きさや収穫量に問題がないこ
とも分かってきたので、ここの栽培法
を農家が真似したがっている」と、同
小が栽培モデルになり得ることを示
した。平野さんは「くわいで吹田を起
こしたい」と、将来吹田くわいが地域
の産業になるよう願いながら活動を
続けている。
収穫したくわいは、1月23 日に行わ
れる調理実習（市内のパン店「ミル・

が、溝に流れる様子はなかった。生駒

ヴィラージュ」協力）で作るパンの具

靖子校長によると「この辺りは土手か

材に使用される。また平野農園（江

らしみ出すほど地下水が豊富なので、

坂町 3‐11‐20）で栽培されたものは、

飛んできた種子が自然に育ったので

毎週火・木・土曜に開く同園農産物

は。実はこれも目指す生育の姿です」

直売所で、100 ㌘あたり400 円にて２

と話した。

月頃まで期間限定販売される。
（岡野）
吹田くわいを掘り出して喜ぶ児童︒︵丸囲みは平野さん︶

（森田瑞生くん）

得て、その後、平野農園をはじめ、市

現在市内で栽培が盛ん 将来吹田の産業になれ

（大森彩未さん）

◆ ◆ ◆

気温が下がったのが良かった。しっ
かり枯れた葉が良い肥料になったん

お正月号らしく、お節料理にも使われるくわいの話題。吹田市立山手小学校の
中庭の田んぼで12月12日、4年生3クラスの児童が自分たちで育てた「吹田くわ
い」
を収穫した。
（協力）江坂町・平野農園、関西大学、前校長白井俊彦さん、吹田市。

味』がすると思う！」と胸を張った。沢

てくれた時はうれしかった」と話した。

はその原因を「夏が暑く、冬に一気に

溝の中に
﹁ド根性くわい﹂見つけた！

顔ほどの大きなイモを掘った１年の

いる平野農園の平野紘一さん（78）

一時は絶滅の危機

中庭の畑でイモを掘る児童︒今年は大豊作だった︒

「自分たちで育てたイモなので成功体

月号（通巻213号）

山手小でなにわ伝統の縁起食材・吹田くわい収穫

見守った４年担任の宮脇拓也先生は

児童は園児を優しくサポートしなが

千里のチームが上位進出

毎月

1

高野台小でサツマイモ収穫・児童と園児が調理実習で交流

少年野球大会佳境

通

2018年

吹田市立高野台小学校で、児童が校内の畑で育てたサツマイモの収穫と調
理実習があった。NPO法人すいた体験活動クラブ（稲山三郎代表）の協力。

の良いものが 120 個以上できた。
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児童たちは「芽は折ったらあかんね
んで〜」と丁寧に掘り出していた。

野生化したくわい発見！

話題の格安スマホ

田んぼのそばの土手に沿って、幅

と深さが 50 ㌢程の溝がある。数人の
（門田莉奈さん）

ステキ
作品だ な
ね！

児童がそこにくわいの葉を見つける
と「ド根性くわいや！」と、田んぼそっ

く生きてるんだな」と感心していた。

山手台サニーズ

津雲台少年野球クラブ

山田西リトルウルフA

南千里ジャガーズ

生育には大量の綺麗な水が必要だ
吹田市イメージキャラクターすいたん

編集後記）皆様にとって素敵な一年でありますように‼（難波） 「地域で地道に活動する人たち」そんな匂いに敏感になれる１年にしたいです。
（岡野）

両方、取り扱っております。お気軽にご来店をお待ちしております。

ちの けになって い た。佐 野 遙 さん
（10）は「くわいは何もしなくても強

×

家族みんなでまとめてお得

千里あさひくらぶ
会員証ご提示で

当店限定!! ご契約特典プレゼント

乗り換えの方は

500円クオカード 解約金相当負担
「乗り換え特典」は他社インターネットからソフトバンク光へ乗り換えが条件。

☎06-4864-8133 吹田市千里万博公園 2-1
［休］無休

ららぽーとEXPOCITY ［営］10：00〜21：00

月刊千里あさひくらぶ1月号 No.213

たちが食のありがたさを感じるよう期

火？」などと相談しながら火加減を調

待している。

（岡野）

青山台 石原裕太郎さん

に目線を合わせ「強火がいい？ まだ弱

朝日千里

◆初夢

初夢で一度はあてたい宝くじ

同小ではこの取り組みを通じ、児童

熊野町 杉本悦子さん

鍋の班では、児童たちは半透明の鍋

腰抜けた一億円が当たる夢

を思い出しながら食べた」と満足そう。

高野台 江藤憲子さん

たお米を、班別に鍋と炊飯器で炊いた。

会いたいなときめき相手からＥメール

約 15 ㌔の玄米になった。

寺内 岸田知香子さん

がドロドロ・ベチャベチャになったの

初夢に託す運勢初春の床

ジとキャベツの炒め物。精米しておい

新千里北町 豊沢タカさん

て防いだ。そのあと籾すり機に通し、

新年よ私の夢ははや歩き

菜さんは「うまく炊けた。田植えで足

青山台 辻美寿々さん

いりこから出汁をとる味噌汁・ソーセー

年明けに抱負語るも生きてこそ

ちこちに舞うので、ブルーシートで囲っ

箕面市 佐々木寛太郎さん

一斉に「いただきまーす！」
。松田杏

医療費を減らそう毎日一万歩

組を取材した。メニューは、おにぎり・

新年もカラフルでいる好奇心

ら）にきれいに分かれた。籾がらがあ

桃山台 りゅうこさん

いにおいを漂わせていた。

◆抱負

山手小・吹田くわい収穫

調理実習は翌月５日に行った５年２

投稿先

〒560-0085 豊中市上新
田3-10-21 朝日新聞千里
販売「朝日千里う」係
ＦＡＸ 06・6872・0034
メール aclub＠0843.co.jp
①川柳（お１人３句まで）
②〒住所③氏名④年齢⑤
電話番号（原稿返却不可）

次号のお題（1句でも可）
◆節分◆バレンタイン◆新幹線
（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：1/12
（金）
必着

カルチャー教室の
リフレッシュ！ヨガ
初心者でも安心して参加
できる日常生活に役立つ
ヨガ教室。自分と向き合
い、根本的な改善を。３連
続講座。12名。多数抽選。 タオル・バスタオ
講師

藤白台小・調理実習

炊きあがったごはんに歓声が上がる︒

すいた体験活動クラブスタッフとともに脱穀する児童︒

ンッ！」と音を立て、
籾（もみ）と藁（わ

新千里北町 じゅんたろうさん

た。鍋の方からは「おこげ」が香ばし

レジェンドを唸らせる句を作りたい

◆ ◆ ◆

がる湯気とご飯の白さに歓声を上げ

新千里西町 改田明子さん

ペ ダ ル を リ ズ ム よく 踏 む と「ブ ー

からこの日までを振り返った。

どの班も、蓋を開けた瞬間に立ち上

勉強を頑張るこどもが増えるかな？

日干しにした稲穂を脱穀機にかけた。

のが特に大変だった」と６月の田植え

新千里東町 新原健市さん

11 月 15 日、10 月末に刈り取って天

整していた。

新千里北町 まさたろうさん

藤白台小で児童が育てたお米の脱穀・調理実習

◆教育無償化

苦学良し必要なのはやる気こそ

吹田市立藤白台小学校の5年生3クラスが11月、校内の田んぼで育てた稲
穂の脱穀などを行なった。翌月にはお米を炊いておにぎりにし、みんなで味
わった。NPO法人すいた体験活動クラブ（稲山三郎代表）が協力した。

無償ならまた学生に戻りたい

今回も多くのご投稿ありがとうございます︒スペースの関係で
全てを掲載できませんでした︒次回もご投稿お待ちしています︒

努力の実り「いただきまーす！」

ル・飲料水ご持参
●受講料
（3回分）
1,500円（会員外
※返金不可
2,000円）

中村 真紀子

1月12日・19日・2月2日（金）
１４：００〜１５：３０

会場：朝日新聞千里販売
（上新田3-10-21）

は

素晴らしき哉、
人生!
1946年アメリカ フランク・キャプラ監督

不思議体験に生きる意味を見る

み

だ

し

明るい希望と良心の輝きが積み重なって
ゆく終盤に、身も心もあったまる。まるで
ストーブみたい。
出来過ぎな展開なんだけど、そう思わ

◆お申し込み
1/9（火）18時締切

6872-0031

電話 （06）

で検索
WEB 「千里あさひくらぶ」

…問い合わせ。
千里厳選イベント 【問】
【申】…申し込み。

千里コラボ大学校
途中にて…1/13

帆走し続ける夢の

になって、真っ白な雪解けから生まれる

海洋冒険家・立尾征男さんによる
「無寄港無補給、
最高齢者による単身ヨットにて地球一周成功せり」
1/13（土）14時〜16時15分。豊中市千里文化セン
ター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）にて●無料●定
員70人●1/12（金）
まで来館・電話受付。先着順●
保育は1/10（水）までに申し込み【申】TEL06・
6831・4133

吹田初のボッチャ大会

競う。パラリンピックの正式種目だが、今回

優勝はトーナメントで争われた。講座の

水のように清らかな涙が頬を伝っちゃう。

はテーマ通り誰でも参加できるオープンな

影響か、敵の苦手な場所にジャックボール

ひとりひとりが支えあって繋がって、誰

おとなの転勤族カフェ…1/18

12月3日、吹田市で初のボッチャ大会
「第1回吹田ボッチャ大会」が、市立北
千里体育館（藤白台5）で開催された。
テーマは「誰もが気軽にスポーツに参
加できる地域づくりをめざして」。障が
いのある無しに関わらず多くのエント
リーがあって盛り上がった。

大会とした。地域から８チーム約40名が選

を置くなど頭脳的なプレーが随所で見ら

手登録。メインの審判は国際大会もジャッ

れ、
どの試合も白熱していた。応援に訪れ

ジする内藤卓也さんが務めた。

た人たちも、手に汗を握りながら戦況を見

柴田葉さんは「ちょっと噛んでみた
ら、とても甘かった！」と驚いた。吉田
紗知さんは「一つひとつの作業に手間

せないほどに見事な場面転換の連続。そ
こに存在することの肯定を敷き詰めて、
命の大切さを伝えてくれる。
幸せが満ちていて自然と胸がいっぱい

がかかると分かった。干すために結ぶ

﹁ Amazon.com
﹂より転載

つめていた。

主催は、地域でボッチャの普及活動をし

優勝したのはチーム『いいんちゃうん』。

主人公のジョージは、不運と挫折に見

ちゃ心強い。うれしい気持ちで満たされ
ると生きる励みになる。
なんて素敵なクリスマスイブに起こる
幸福感満載の奇跡。何度も観たくなる不

決勝では、車いすの男性の力強い投球や、

舞われ続ける。やがて絶望し自殺を思い

ランプ（スロープ）を使う女性の緻密なコン

立つ。冷たい川に向かって飛び降りよう

トロールが光り、筆者も入った『ボッチャ三

とした時、助けを求める声に突き動かさ

It's a Wonderful Life！

兄 弟』に快 勝した。ピンチで 助 け合った

れて一人の男を救う。

よいお年をお迎えください。

チーム力がつかんだ栄冠だった。

ながら、レクレーション活動の場を提案し

かが誰かを必要としている。それってめっ

その男は、自分は見習い天使だと告げ

ている「吹田ボッチャの会（清水博之会長・

閉会後、清水さんは「思ったより多く参加

山田西2）」。吹田市が後援し、
アサヒ飲料と

してくれて良かった。内藤さんのおかげで

を見せる。そこはいつもと変わらぬ日常、

ガンバ大阪が物品協賛した。

私も含めて色々教われたし、何より色んな

かと思えばちょっと違う…という不思議体

て、ジョージにこの世に存在しない世界

ボッチャは、赤チームと青チームで対戦

試合前、内藤さんによるルール説明や簡

人が本気でプレーしてくれたのがうれし

験を経て、生きる意味を見出してゆく人

し（個人戦もある）、それぞれのボールと目

単な戦略講座があり、熱心に質問する参加

かった」
と話した。第２回大会は来年度春

間ドラマ。

標となる白い「ジャックボール」
との近さを

者の姿が見られた。

季の開催で検討されている。

（岡野）

前半の悲しい絶望を塗りつぶすように、

朽の名作。
素晴らしきかな人生！

車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.46

転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報を
共有 1/18（木）10時30分〜12時。豊中市千里文
化センター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）にて●無
料●当日会場【問】TEL06・6831・4133

中学生の主張大会…1/20

市内18の中学校の代表が身近な問題をテーマに
意見や取り組みを発表する 1/20（土）13時10分
〜16時●千里市民センター（津雲台1-2-1）にて
【問】指導室TEL06・6155・8192、FAX06・6155・
8872

NOフードロスキッチン…1/28

「食材を丸ごと使い切る」をテーマに料理をつくる
1/28（日）10時50分〜13時20分。青少年活動サ
ポートプラザ（山田西4-2-43）にて●先着20人●
500円【申】1/5（金）からTELかFAXで環境政策室
へ。TEL06・6384・1702、FAX06・6368・9900

＜重要＞提携店変更情報
AKIRA/フリーライター・文字起こし業。豊中市在
住。本紙に「映画レビュー」
「街レビ」を連載中。

桃山台米穀店 桃山台ショッピン グセンター内
提携終了（2017年末）閉店のため。
取材・編集・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

