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名将棋棋士 阪田三吉ゆかりの吹田で
第2回ジャンボ将棋まつり開催

摂津市 郷土愛を育むために
校区別の摂津図鑑を作成

吹

摂

田歴史文化まちづくりセンター

34
00

津市は、子どもたちが自分た

ちの地域に関心を持ち、郷土

浜屋敷で、
９月18日
（月・祝）午
前10時より
「第２回ジャンボ将

愛を育めるようにと、児童向け

棋まつり」が開催される。当日は金の部・

の市の紹介冊子「みんなの摂津図鑑-校

銀の部、
２部門に分かれての将棋大会

区別-」を作成し、市立小学校の６年生全

（定員あり）や、中庭でジャンボ駒を使っ

員（709人）
に配付した。冊子はA4判カラ

た将棋講座、浦野真彦八段を指導に迎

摂津市の
（株）大阪エースが作製したジャンボ将棋の駒。高さ
31cm、幅28cm、厚み9cm。

えて記念指導対局が行われるほか、正

ー刷り16ページで、各校区のものを1冊に
まとめた。子ども目線の冊子となるよう、作

解者に抽選で将棋グッズなどが当たる懸

吉が使用していた阪田好（さかたこのみ）

成にあたっては現6年生を対象に「校区

賞詰将棋の問題も配布される。

と呼ばれる駒・盤を用いて対局できるとあり、

の自慢」についてアンケートを実施。その

参加者は真剣そのもの。主催の吹田歴史

結果をもとに、小学生がよく遊ぶ小さな公

歌や戯曲「王将」のモデルで有名な阪

各ページには、市のキャラクター「セッピィ」や地元商店会の
キャラクターなど、
ゆるキャラ5体が登場して地域の特徴を紹介
することで、子どもたちが親しみやすい冊子となった。

いて無償で協力し、巻頭ページ「世界で

田三吉は堺市出身だが、大正13年、
アサ

文化まちづくり協会の福澤理事は「今年

園や地元の神社などを掲載している。
ま

輝くじまんのせんぱい」
として登場してい

ヒビール初代社長の高橋龍太郎の招きで

は将棋大会の参加者だけでなく、
より多く

た、同市出身のプロサッカー選手・本田圭

る。担当者は「 自慢探し は子どもたちの

夫婦揃って吹田に暮らし、豪庄・西尾家を

の人が楽しめるまつりにしたい。
この機会

佑さんが「50周年記念市勢要覧」に続

自信にもつながる。
自分の校区の素晴ら

はじめとする屋敷で将棋の指南役をする

を通じて、
さらに吹田に将棋文化が根付

しさを見直すことで地元をもっと好きにな

など、実は吹田にもゆかりが深い。将棋大

いてくれれば」
と話す。大会詳細や申し込

ると同時に、他校区の魅力を知ることで

会の決勝戦では旧西尾邸所蔵の阪田三

みは浜屋敷まで。電話06-4860-9731

摂津市全体を愛する気持ちを育んで欲
しい」
と話す。
また、子どもたちが、
自分た
ちの住む町を他市の小学生に紹介する

阪田三吉が使用していた阪田
好（さかたこのみ）
と呼ばれる
駒と盤。100年位前のもの。

ジャンボ将 棋 駒を
使った昨年の将棋
講座の様子。

豊中の「御菓子司 京屋」
全国菓子博覧会で最高賞受賞

三

本田選手が登場する巻頭
ページの一部。卒業文集
や摂津市への思いなどと
ともに掲載されている。

覧会・三重」で、創業約40年

を広めたいという思いで毎回出品してい

箕

面市は、2020年の東京オリン

ピック・パラリンピックに出場す
るニュージーランド柔道競技

「御菓子司 京屋」の「豊中銘菓 待兼（ま

るが、待兼の鏡の出品は今回が初めて。

のホストタウンに決まった。大阪府では、

ちかね）の鏡」が一般菓子和菓子部門

名誉総裁賞など夢にも思わなかった」
と

大阪市（オーストラリア）、泉佐野市（ウガ

で最高賞の名誉総裁賞を受賞した。博

社長の堀本安盛さん（77）。受賞後、全

ンダ共和国、モンゴル）に続く3都市目の

覧会は、明治44年からおよそ4年に一度、

国から注文が入るようになった。
「豊中名

登録。箕面市は1995年からニュージーラ

全国各地で開催されている。
「豊中銘菓

物として広く親しまれれば」
と話す。

ンドのハット市と国際協力都市として交流
を続けている。
スカイプを使った子ども同

高校野球発祥の地・豊中市をPR
ふるさと納税の返礼品に

豊

切手シートには、第1回、2回大
会の様子や高校野球発祥の
地である記念公園などの写真を
使用。ボールは大会の公式球
で、
ケースにはオリジナルのロゴ
とシリアルナンバーを刻印した。

をPRする目的で、
平成29・30年
度限定のふるさと納税返礼品

として、
記念ボールと切手シートを作成した。

ドで開催された。来年の第100回大会開

寄付金額に応じて品物を選択できる。全

催にあわせて高校野球発祥の地をアピー

国高校野球選手権大会の前身である全

ルする狙いだ。平成28年度の納税実績は

国中等学校優勝野球大会の第1回、2回

272件、約4,100万円。市の担当者は「昨

大会は、
同市玉井町にあった豊中グラウン

年度を上回るようPRしていきたい」
と話す。

薬物乱用の実態
区分/年別
覚 醒 剤

〜薬物 事犯の現状〜
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注：1「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を
図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」違反を含む。
注：2麻薬欄の｢その他｣の薬物には、
LSD、
MDMA､向精神薬を含む

的に行うなど20年以上にわたる繋がりが

国と地域との相互交流を図る地方公共

評価されての登録となった。

団体のこと。内閣官房東京オリンピック・

ホストタウンとは、同大会に向けてスポ

パラリンピック競技大会推進本部が推進

ーツ立国やグローバル化の推進、地域の

している。参加国、競技のホスト役を担う

活性化、観光振興などの観点から、参加

ことで、市民との交流事業を行ったり、既
存のスポーツ施設の改修に国から財政
補助を受けられるというメリットがある。
今後は箕面市内の小中学校でニュー
ジーランドの歴史・文化・言語に触れる機

ハット市から小中
学 生が 来日。学
校訪問を通して、
箕面の子どもたち
と交流。

協力：大阪府警察

全薬物事犯検挙人員の覚醒剤事犯の検挙人員の割合は約88％
覚醒剤事犯の暴力団関係者の検挙人員の割合は検挙人員の約49％
● 大麻事犯は、
検挙人員の約64％が20歳代までの若年層
●

などとなっており、増加傾向にあるだけでなく、若年層への違法薬物の
広がりが危惧されている。

覚醒剤や麻薬等の薬物は、一度でも使用すると元に戻らなくな
る。
「疲れが取れる」
「元気になる」
「ダイエットに効果的」
「たった一
度なら大丈夫」
「いつでもやめられる」
という好奇心で絶対に使用
してはならない。

とどろみの森学園とハット市にあるエプ二・プライマリー・スクール
とのスカイプ交流。

士の交流や、教職員の人事交流を積極

平成28年中における薬物事犯は

1,467

寄せている。

2 0 2 0 年 東 京オリ・パラのホストタウンに

された「第27回全国菓子大博

中市は「高校野球発祥の地」

津市の良さが広がっていくことに期待を

箕 面 市 北 摂で初
ユリ根や和三盆など高級な材料を使
用した生地で栗を包んだ和菓子。豊
中市の待兼山古墳から出土した鏡を
模して10年ほど前に商品化された。

重県伊勢市で4〜5月に開催

ときに、
この冊子を役立ててほしい、
と摂

会を増やしたり、候補選手を招いての講
演会、競技体験会など市民との交流イベ
ントを行っていく。

知人が最近おかしな言動を
するようになった
○ 娘がダイエッ
トと言って、
何か薬を使用している
○ 家族の腕に注射の痕が
たくさんあるが、
どうしたらよいのか判らない
○ 覚せい剤等を乱用すると
どうなるのか
○

等、気軽にご相談・ご質問を。

大阪府警

覚せい剤110番（24時間体制で開設）
苦しみに

泣く粉

TEL：06-6943-7957

