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■ それゆけ！まちづくり探検隊！！～岡町周辺エリア～　
■ それゆけ！とよなか百景探検隊！！～中北部編～
■ まちづくり人リレー

♪ 令和2年（2020年）
９月発行

第12号

（回覧）

ピンチをチ
ャンスに変

える

笑顔の配
信！

（豊中市・
岡町周辺エ

リア）



このコーナーでは、マチカネくんがまちづくり活動を
しているさまざまなまちを探検するよ！

それゆけ！

長内市長と清水健さんの対談

お店がしっかり対策してくれ
ているから、安心してみんな
がお買い物できるんだね。
そのおかげで、まちの様子は変
わっていても、にぎわいは変わ
らないワニ。

フリーキャスター
清水 健さん
し みず けん

コーディネーター
藤野 秀樹さん

の きふじ ひで

豊中市
長内 繁樹市長
おさ ない しげ き

ミュージシャン
キシモト ジュンイチさん

としまさ214（たこ焼き屋さん）

おかしのデパート OH! かしやおかまち・あーとらんど YOU２

歴史ある商
店街から

最先端のイ
ベント !

参加者は世
界中の人？

岡町周辺エリア

今度、岡町の商店街でイベントが
開催されると聞きつけたワニ。

商店街のあちこちにアルコール
消毒液が設置されているから、
お買い物しながら消毒ができるよ。

おかまち・まちづくり協議会のメンバーとしてまちの盛り上げ
に尽力されるほか、協議会の若手メンバーで構成される岡町・
桜塚倶楽部のリーダーとして、若手の育成やサポートにも力
を注いでおられます。

長男出産後間もなく奥様を亡くさ
れたことを契機に、育児に奮闘しな
がら基金を設立。執筆活動、講演会
等を行い、その収益を基金から、
闘病される方々のための団体に寄付
されています。

ぼくが見つけたコロナ対策
を紹介するワニ。

毎年、春に開催していたイベントを、新型コロナウイルスの
影響で今年は中止しなくてはならなくなったんだね。

イベントから音楽教室、会議、交流会
まで幅広く場所を貸してもらえる
レンタルスペース

お金の受け渡しが
いらないからとっても
スムーズにお買い物が
できるね。便利ワニ。

ぼくのおやつを買ったよ！

歴史のある商店街から、新しい時代
に合った形のイベントが開催される
なんてすごいワニ。

消毒

飛沫対策

拡大防止 キャッシュレス決済

新型コロナウイルスから命を守るためには、

手洗い・うがい・消毒といった感染予防や、

三密を避けるなどの対策を徹底して行って

いく必要があります。

市民の皆さんの協力をなくして感染予防は

できません。ご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルスから命を守るためには、

手洗い・うがい・消毒といった感染予防や、

三密を避けるなどの対策を徹底して行って

いく必要があります。

市民の皆さんの協力をなくして感染予防は

できません。ご協力をお願いいたします。

困っている方が立ち往生
しないように、手厚い支援を
していきます。

イベントといっても、ライブ
をオンライン配信するのが
メインなんだよ。
オンライン上でなら、いくら
集まっても大丈夫だからね。

こうして商店街の方々がしっかり対策
してくれているお陰でイベントが開催
できるので、とってもありがたいです。 もともとキシモトさんは中止に

なってしまった春のイベントに
出演予定でした。
なので配信するライブに出演して
くれるよ！

まちの様子を案内するよ。
どんなコロナ対策をしているか
ぜひ知ってほしいな。

特に豊中市はキャッシュレス推進都市だからね。
歴史ある商店街だけど、ほとんどのお店でキャッ
シュレス決済が利用できる環境をつくったんだ。

キャッシュレス決済は、接触の機会が
減らせるからコロナ対策にも有効なんだ。
普段の買い物で感染予防ができるし、
みんなに積極的に取り入れてほしいね。

今できることをみんなが探して
踏ん張っています。
商店街が盛り上がれば、
みんなが明るくなります。
心の中では手をつなげます
ので、一緒に頑張りましょう！

そう、それで代わりにオンラインで開催する
ことにしたんだよ。形を変えながらでも、
今できることを考えてやっていかないとね。

商店街は、生活に必要なものが一通り買えますし、
食事もできる便利な場所です。
人と会う機会が限られる中、離れていても、人と
人とがつながる手法をいち早く実践してくれます。

一緒に乗り越えましょう
！

みんなの生活を支える
商店街はまちの魅力も
生み出しているんだね。

市民の皆さんへお願いです

京都信用金庫　豊中支店

入口で
手指消毒が
できるよ。

とっても気になるけど、
たくさん人が集まって
大丈夫なのかな？

この配信を通して商店街
の様子や豊中市のコロナ
対策についても知っても
らいたかったんだ。

どのお店も
それぞれ感染が
広がらないよう
に取り組んでい
るんだね。

それはよかったワニ！

大阪コロナ追跡
システムにも
登録できるんだ。

対談をオンライン配信！

人が集まって会えるイベント
が一番いいのでしょうが、
これを機に、オンライン配信で
みんなが集うことができる
など、新しい社会に対応する
取り組みを盛り上げていけ
たらいいなと思います。

北おおさか信用金庫　豊中支店

いらっしゃいませ、
ぼくはきたしんくん。
ぼくを隔てて、お客様同士
が適切な距離を保てるよう
になっているよ。

どのお店もそれぞれに
飛沫対策をしているワニ。

岡町から少し離れた
ところにあるよ。
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地域の皆さんをはじめ、
多くの方からご理解や
ご協力をいただいた、
みんなの力あっての
イベントです。

憂歌団 木村 充揮さん
きき むら あつゆう か だん

屋富祖 茜さん
あかね

や ふ そ

神田 武
士さんかん

だ
し

たけ

白井 大輔さん
しら い だい すけ

Heartfu
l★Funk

s
ハート

フル
ファン

クス

日本を代表するブルースバンド「憂歌団」のリード
ボーカルとして絶大な人気を誇るアーティストです。
天使のダミ声といわれる独特のハスキーボイスで聴
く者を魅了し続け、近年は YouTube チャンネルを
開設するなどの新しい活動も展開されています。

コロナの影響でまちの様子はすっかり変わって
しまったけど、まちやそこで頑張ってる人の活気
は前にも負けていなかったワニ。

皆さんも機会があったら
足を運んでみてね。

お寺でライブができるなんてなか
なかないですよね。
今日は画面の向こうに向けての
パフォーマンスですが、アーティスト
にとって、こういう機会や場があるの
はいいことだと思います。

今は世界中が大変な状況だけど、ライブと
共に商店街の活動も是非知ってもらいた
いし、今回のイベントの盛り上がりが礎に
なって、こういったイベントが他の商店街に
も広がっていけばいいなと思っているよ。

今度は、秋くらいに第二弾を計画している
から、今からその準備をはじめるんだ。

北之坊 惠子さん
の けい こきた ぼう

岡町・桜塚倶楽部メンバー
McCulloch 清美さん

みマッカロク きよ

おかまち・まちづくり協議会
の若手メンバーで構成されて
いる岡町・桜塚倶楽部のメン
バーとして、地域を盛り上げ
るために活躍されています。

会場を提供してくれた
瑞輪寺。
住職さんは商店街の
ためにマスクや消毒液
を寄付してくれました。

被災地への
募金箱も
見つけたよ。 豊中市の「とよなか新型コロ

ナウイルス対策基金」のチ
ラシも配っています。

募金箱は社会福祉協議会
からの依頼で置いています。

お家にあるタオル
を集めて持ってきて
くれたよ。

令和2年7月豪雨の被災
地に送るためのタオルや
雑巾を集めているんだね。

周辺のお店の方
から預かってきた
タオルを代表で
持ってきました。

困ったときこそ助け合いが大切です。
商店街内だけでなく、さまざまな地域
と助け合いたいと思っています。

助け合いの精神が
まちに根付いて
いるね。

協力者がたくさん！
通りがかりに知ってくれる
人も多いみたい。

みんな
で守ろう 命のLIVE

会場：瑞輪寺
ずい りん じ

全編観たい方はこちらにアクセス！

みんなで守ろう 命の LIVE

豊中市にゆかりのある
アーティストの皆さん
に豊中を盛り上げてい
ただきたいです。

清水健さんと長
内市長の挨拶

境内
に入
る前に

きっ
ちり検

温。 おそ
ろいのTシャツ！

岡町・桜塚倶楽部（O.S.C）の
メンバーがスタッフとして
大活躍！

背中のロゴが
かっこいいね。

一休さんのこどもと
されている岐翁紹禎の
お墓もあるお寺だワニ。

ぎ  おうしょうてい

地域の色々な方とつながりながら
イベントが広がっていくんだね。

キシモト ジュンイチ
さん

当日はあいにくの雨だったけど、
スタッフも出演者もみんな楽しそう。
地域が盛り上がるっていいワニ。

大変なこともあったけど、無事に開催できてよかった。
新型コロナウイルス感染症の流行という、誰も想像して
いなかった状況の中、みんなが手探りで未経験のことに
挑戦しているからこそ、形を変えても、イベントを継続して
いくことが大切だと考えたんだ。
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　みどり豊かな自然、快適な住環境、歴史的建築物―さまざまな表情を持つ景観が
市内にはたくさんあります。その中から魅力的な100の景観を集めて「とよなか百景」で
ご紹介しています。
　このコーナーでは、マチカネくんが豊中市内に飛び出して「とよなか百景」を探検します。

それゆけ！

円満寺の紅葉（螢池東町）
（阪急「蛍池」駅下車南東へ約300m）

島熊山橋からの眺望 
（阪急バス「島熊山」下車南へ約200m） 

大門公園（阪急「岡町」駅下車北東へ約700m）

高校野球発祥の地記念公園（玉井町）
（阪急「豊中」駅下車西へ約800m）

カトリック豊中教会（本町）（阪急バス「豊中本町八丁目」下車すぐ、阪急「豊中」駅下車東へ約750m）

稲荷神社（本町）
（阪急「豊中」駅下車東へ約700m）

毎年10月に行わ
れる獅子神事祭は
市指定無形民俗文
化財。地域の一大
イベントは、迫力満
点だ～！

「とよなか百景」は都市計画
課や各出張所など公共施設
で配布している冊子や、市
ホームページ、地図情報とよ
なかで紹介しているワニ♪

～中北部編～

豊中市内の魅力的な景観を集めた冊子「とよなか百景」は、未来に引き継ぎたい
景観を「響きあう景観」「潤いあふれる景観」「趣のある景観」「心ふれあう景観」の
４つのカテゴリーに分けて掲載しています。
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八坂神社（熊野町）
（阪急バス「熊野町東」下車西へ約450m）

三ツ池（東豊中町）
（阪急バス「三ツ池」下車すぐ） 
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ホームページは
こちら

地図情報とよなかは
こちら
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北部

南部

東部

西部

中北部

北東部

柴原阪大前駅
少路駅

岡町駅

千里中央駅

桃山台駅

豊中駅

蛍池駅

とよなか百景

教会って石造りのイメー
ジがあったけど、ここの聖
堂内は和風の要素が取り
入れられていて、なんだか
とっても落ち着くワニ～。

昭和14年（1939年）に
建設された聖堂とヨゼ
フ館、司祭館は国指定の
登録有形文化財！そして
第7回豊中市都市デザイ
ン賞を受賞しているよ。

夏は木陰がいっぱい
あって、ちょっと涼し
いかも！？

高いところを走るモノレール
も近くで見られて、楽しい
ワニね♪

久保公園2
（阪急「豊中」駅下車西へ約800m）

神崎刀根山線の並木
（阪急バス「熊野町一丁目」下車すぐ）

9

阪急沿線西国七福神めぐりの福禄寿
で知られている円満寺のご本尊は、
市指定文化財なんだって。

もともとは農業用のため池だった
「久保池」を公園として整備したんだって！
池やせせらぎが気持ちいいワニ～♪

現在は西宮市にある
阪神甲子園球場で開催
されている「全国高等
学校野球選手権大会」の
第1回大会は、豊中市
で開催されたワニ！

稲荷山風致地区内にある稲荷神社は、
たくさんのみどりに包まれていて、一歩中
へ入るととっても落ち着いた雰囲気ワニ。

こんにちワニ～。
第7号（平成31年3月発行）での西部・
南部地域、第11号（令和2年3月発行）での
中部・東部地域の探検に続いて、今回は
中北部にある10スポットを探検するよ♪
もっとも～っと豊中のこと知っていくワニ！

島熊山北交差点と南交差点を
つなぐ島熊山橋は、豊中の市
街地、六甲の山並み、中国自
動車道を一度に見ることがで
きる景観スポット！

東豊中風致地区内の南にある三ツ池は、市内で一番
大きなため池だよ。
池沿いにある緑道では、春には桜並木など、四季折々
の自然が楽しめるワニ～。

平安時代、花山法皇が巡遊した際
に、紀州熊野に似たこの土地を熊
野代と名付けて、熊野権現を祀った
ことが起源となった由緒ある神社
なんだって。

市役所の北西にある大門公園
には広～いグラウンドがあっ
て、野球やサッカーをする人が
たくさんいたよ。毎年1月には
消防局の出初式が行われるん
だって。

市の南北を結ぶ、略称「かんとね線」の中でも、
東豊中町6丁目から赤阪1丁目までの沿道には
イチョウ並木が続いていて、初夏の新緑や秋の
紅葉など、季節を感じることができるワニよ。当時の豊中グラウンド跡地にできた

記念公園には、歴代優勝校・準優勝校の
校名を列記した壁などがあって、高校
野球ファンにはたまらないスポットだぁ～！

秋になると、と～ってもキレイ
な紅葉のトンネルが見られる
ワニよ。

グラウンド横にある
遊具はアスレチック
もあって、いろんな
遊びができて楽し
かったワニ～♪
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第９回

友清さんは、各種事務作業のアウトソーシングを請け負う事業を展開されているオフィス・ヒロ
の代表です。新型コロナウイルス感染症の拡大により不要不急の外出の自粛が要請される中、
「テイクアウトを利用することで経営の苦しくなっている市内の飲食店を応援できて、しかも
利用者も気分転換できるのでは。」との思いから「豊中の飲食店を応援し隊」を結成。仲間と
ともに市内のテイクアウト可能な飲食店まとめサイト「豊中テイクアウト報道」を開設されました。

今後の活動について教えてください。Q

このコーナーは、自身の暮らすまちを
より良くしたいと奮闘されている

豊中のまちづくり人を紹介する連載です。

A

友清　浩子さん
（オフィス・ヒロ代表）

とも きよ ひろ こ

「豊中テイクアウト報道」を開設されたきっかけを教えてください。Q

A 　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いテイクアウトを行う飲食店が話題になり
だした頃、「市内の飲食店を応援したくてテイクアウトを利用しても自分だけじゃ限界
があるし、私が知らないお店もいっぱいある。そんなお店を紹介するまとめサイトが
あったら、街のみんなで飲食店を応援できるんじゃないか。」と思っていたタイミング
で、同じ思いを持っていた異業種の二人の仲間から連絡があり、それぞれの得意分
野を生かしてサイトを作ってみることになりました。

　最初このようなまとめサイトを作るには掲載するお店の情報を集めるのが大変だと言われたのですが、始め
ようと決めた時点で４店舗、そこから知り合いのお店の方に声をかけてもらったところ１週間で３０店舗、現在では
２４３店舗と多数のお店のご賛同を得ることができ、掲載させていただいています。心がけた点として、ひとつめ
は見て楽しくなるようなページにしようということ。異業種・年代の違うメンバーで作ったことで性別・年代など
さまざまな人たちに見やすいバランスのとれた構成になっていると思います。ふたつめは責任をもって安心・
安全な情報を掲載するということです。そのためのアドバイスは、豊中市や豊中市保健所をはじめ多方面から
いただきました。それによりサイトの訪問者に安心感を与える情報発信ができていると自負しています。

　小売店や美容院、トレーニングジム等飲食店に限らず新型コロナウイルス
感染症対策に取り組まれている店舗を紹介するようなまとめサイトを作った
り、「新しい生活様式」に沿ったさまざまな活動を紹介したりできないかと考
えています。私が得意としているのは情報の交通整理なので、こういう企
画をとおして人と人がつながっていく交差点になりたいと思っています。

サイトを作るにあたって、工夫されたポイントなどがあれば教えてください。Q

A

　誰もが得意なこと、不得意なことを持っていると思います。まちづくりに限
らず、自分一人で全てやろうと頑張りすぎず、不得意な部分は他の人の力を
借りてやっていくほうが目標達成の早道だと思います。他の人と一緒に取り
組むことで、新しい人とのつながりや新たな「気づき」が生まれます。私たち
の取り組みもそうした人の輪が有機的につながっていくひとつのきっかけに
なればいいなと思っています。

今後、まちづくりに挑戦しようという方にメッセージをお願いします。Q

A

コロナ禍でもがんばっている店舗

２４３店舗掲載！！
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