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★7 月に入るとしその漬け込み
を行います。さて、どんな風に
変化していくかな…!?

作りへと回されている。塩漬けから 2 週間程経っ
たこの日、重石をのけて桶の中を覗くと梅酢が出

より快適な千里ニュータウン Life を

千里朝日倶楽部
2012年

てきている。「うわ ! 何これ〜？」「しょっぱ〜
い！」と言いながら、お椀にすくった梅酢を
吹田市・桃山台小学校で梅干し作りが今年も始ま
りました！校内で採れる梅を使った梅干し作り。
おいしく漬けられるかな… !? 梅干しができるまで
を追います。

何度も舐めてみる児童ら。初めて目にす

桃山台小学校では、2 年前から『食育』として梅

て食べる予定だそうで、児童らは「めっ

当校では校内で稲作も行っている。秋
に新米とこの梅干しでおにぎりを作っ

よって行われた。総収穫量はなんと 88 ㎏！その

たちの手による梅干し作りを通じて、意識がどの

中から傷がないものを選別して、26 ㎏が梅干し

ように変わっていくのかも注目したい。

次号のレポートをお楽しみに！

と考えていると

き、教員の冨田先生がふと口にしたダジャレ。そ

阪神 らない週間

れを熱狂的なタイガースファンの園田校長が耳

6 月の最終週、豊中市立新田南小学校では教員

子はなかなかの珍光景だが、高学年になると慣

らが阪神タイガースのユニフォームを着て廊下

れてくるのか、
「あぁ、“阪神らない”か」と意外に

に立っている。一体何をしているのか？

冷静な児童もいる（笑）。

にし、早速マイユニフォームを持参。

らによって「田んぼ作り」が行われている。土起こし
から収穫、そして収穫後の玉葱の二毛作まで、１
年間かけての「地産地消」体験を同協会と共に行
う。
この日、協会からは副理事長の稲山三郎さん、

この日廊下に立っていた上野先生、
「本当は中
日ファンですが、児童らのために頑張って着て
います！」と複雑な（!?）胸中を語る。
「楽しくルー

ない…阪神らない週間です！」

ルを守ろうということです」と教員たちも楽し

“廊下を走らない”というルールをどうしたら

そうに話していた。

第 113 回 千里 ASA-COM コンサート

シャンソン＆カンツォーネの夕べ
9 月 24 日（月） 18:30 開演／ 19:45 終了予定

千里朝日阪急ビル 1 階 エントランスホール ( 千里中央駅下車すぐ）
【出演】岡本光平 (Vo), かとうのりこ (Vo), アルベルト田中 (Pf)
【曲目】ラ・メール、百万本のバラ、マイ・ウェイ、ケ・サラ、月影のナポリ…他
＊司会：浜田晶子〈朝日放送ラジオ “世界名曲大全集” パーソナリティ〉

リクエスト受け付けます【8/10 迄】
千里ニュータウン誕生 50 年を記念し、当コンサートで聞きたい曲のリクエスト
を募集します。幼い頃みんなで歌った懐かしの歌、恋人と聴いた想い出の歌…
歌への想いやエピソードと共に、千里朝日倶楽部までご応募ください（ハガキ
又は E メールにて受付）。※シャンソン、カンツォーネでしたら 50 年前の楽曲でなくても

OK です。リクエスト全てが披露されるとは限りません。予めご了承ください。

主催：朝日新聞社、朝日新聞千里販売（株）千里朝日倶楽部 協賛：千里朝日阪急ビル管理（株）、A&H ホー
ル、（株）アサヒ・ファミリー・ニュース社 制作協力：（株）ウッディランド

の甲子園シンガー
『大空のしずく』
『栄冠は君に輝く』
』
（とき）
『瞬間

LIVE

18:00 OPEN / 18:30 START

前売券：中学生以上 2,000 円（小学生 1,000 円）
※未就学児は保護者と同席で無料 ※当日券 500 円増 ※全席自由

朝日新聞千里販売株式会社 西浦チケット係

テーマを決め、それに沿って独自の「スクラップ新聞」を作り、ご応募下さい。
作品のテーマや、サイズ、使用する新聞の種類（全国紙、地方紙、スポーツ紙、
小学生向け新聞…等）などは問いません。優秀な作品には賞品を差し上げます。

最優秀賞
クオカード 3,000 円

【応募方法】①作品テーマ②氏名③学年④
住所⑤電話番号を添えて千里朝日倶楽部
までご応募下さい。（持込み、郵送どち
らも OK です。）作品の返却は致しません。
また、優秀作品は弊社発行の各種媒体に
て紹介させて頂く場合がございます。あ
らかじめご了承ください。

優秀賞
クオカード 1,000 円
参加賞（全員）

新聞エコペンシル

個性あふれる作品、 待ってるよ～♪

【応募締切】

9 月 10 日（月）迄

過去の作品例は WEB サイトをチェック！→ http://0843.co.jp/aclub/event/NIE/

編

集

今月号から紙面をリ
ニューアル！同じ A３
おかちん編集長
裏表なのにボリュー
ム感アップで読みやすくなった
な！チエちゃんには今まで以上に
取材、執筆とがんばってもらうぞ！
ワシはただ指示するだけじゃ…な
に？給料上げろって！？甘いモノで
許して！
PCウェブサイト http://0843.co.jp/
★フルカラーの紙面がダウンロードできます！

後

aclub@0843.co.jp

★検討のうえ取材に行かせてもらいます！

小学校の田んぼ作りでのこと。夏休みが明けた

を見せていた。

ちゃん！” と声を掛けて挨拶をしてくれますよ」と

込んできた。先生が見に行くと、黄色く実り始めた

佐々木さんは嬉しそうな表情を見せる。
その活動

稲。教科書で知っていた実りという知識も、
『理解』

スト」に活動がノミネートされた同協会。
「我々の

実績から農業関係の OB さんかと思いきや、
「農業

には至っていなかったのだ。
「実体験をもって初め

サラリーマン現役時代は環境活動を行う企業は

はおろか、自然環境とは無縁のサラリーマンでし

て本当の意味で納得できるんや」と、稲山さんは

少なかった。子育てだって嫁さんまかせ。今この活

た」というから驚きだ。
「今でも農協や農家の方の

何度も強調していた。

動をしているのは、当時の罪滅ぼしみたいなもん

強中です」と赤尾さん。「農業のプロではないの

この日、初めての田植えを『体験』する児童ら。

で、先入観が無い。子どもと同じレベルで素直に取

「ひゃ〜！気持ちいい〜！」と裸足で田んぼを感じ、

り組めるのが、教育という視点では良いのでしょ

丁寧に小さな苗を植えていく。
「まっすぐ綺麗に植

う」
と 3 人は語る。

えられました。みんな愛情込めて植えたからやね」

千里朝日俱楽部 新 提携店のお知らせ
会員証があればいつでも何度でも

得！ラーメン１杯 100 円引き！
・お連れ様にも同様にサービス

千里中央
HondaCars

せき家

体育館

今年度も「トム・ソーヤースクール企画コンテ

かな」と 3 人は笑う。
より豊かな自然体験の提供と

ところへ行って話を聞いたり、本を読んだりして勉

こってりでも
あっさりな味
せき家

ねぎ食いや 中華そば ・ ねぎそば

電話 06-6832-6556

豊中市上新田 2-14-8 定休 毎週水曜日
営業 11:30 〜 24:00（支度 15:00 〜 17:00）

児童らの心の育成に、意欲は尽きないようだ。
★注目のノミネート内容はこちらをチェック！

http://www.shizen-taiken.com/
使用期限７月 29 日〜８月末日

ら く と く

生活 楽得
coupon

キリトリ線で切って、各店舗で会計前にお渡しください。店舗毎の
利用方法・期間等条件があります。他サービス券との併用は不可。

メランジュバウム工房オープン記念

・他サービスとの併用は不可

※この特典を受けるには、会員証（カードまたはモバイル）をお店にご提示ください。

【西浦達雄さん・めざせ！紅白歌合戦】夏の甲子園シンガーとして 26 年もご活躍の西浦達雄さん。今年も千里朝日倶楽部の企画で、８月に千里中央ライブが開催されます。千里朝日倶楽部
イチオシの西浦達雄さんには、ぜひ NHK 紅白歌合戦に出場していただきたいです！ライブ直前インタビューで、西浦さんの紅白歌合戦によせる想いを直撃していますので、ぜひごらんくだ
さいね。
（インタビューは、千里朝日倶楽部ウェブに掲載中）

と稲山さんが言うと、児童らは照れ臭そうな笑顔

頃、「稲が枯れている！」と児童らが職員室に駆け

記

前回から少し期間が空
きましたが、9/24 にア
チエちゃん記者
サコムコンサートの開
催が決定しました！ファンの皆様
お待たせしてすみません。今回は
千里ニュータウン 50 周年記念企
画として、読者の皆様から聞きた
い歌のリクエストも受付中！たくさ
んのリクエストお待ちしています !!
街ネタ提供

の児童らに校庭での自然体験を提供している。

協会の活動で重視しているのが『実体験』。
ある

「最近では子どもたちの方から “ビオトープのおっ

吹田千里〒

（お電話は祝日除く月〜土曜日の10:00〜18:00まで受付け）

スクラップ新聞コンクール

に実績を積み重ね、今では吹田市内延べ 6,000 人

新御堂

P C http://0843.co.jp/aclub/
TEL（06）
6872-0031

ケータイ

は理解が得られないこともあったそうだが、地道
象
小学生対

本当に気に入った素材、独自の組み合わせ
で作り上げました。伝統的で革新的な
バウムクーヘンをぜひ！（シェフ三枝俊介）
◆メランジュバウム工房

キリトリ

８月 25 日（土）

千里中央 A&H ホール

3 名の小中学校での活動は今年で 5 年目。当初

キリトリ

西浦達雄 2012

田植えのサポートにあたる。

＞

無料 !!

千里ニュータウン誕生 50 周年記念

児童を見守る上野先生

赤尾志郎さん、佐々木聖弘さんの 3 名が児童らの

＞

「廊下を走らない…はしらない…はんしんら

「阪 神 ら な い 週 間」
が終わっても、廊下
は走らないよう気を
つけましょう !!

＜

ん？阪神らない？
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訪れたのは吹田市立藤白台小学校。5 年生児童

ユニフォームを着た教員たちが廊下に立つ様

「今週は“阪神らない週間”です。」

吹田市内の小中学校で田んぼやビオトープ作り
の指導・支援を行っている NPO 法人すいた環境
学習協会。昨年度、子どもたちの自然体験活動支
援事業「トム・ソーヤースクール企画コンテスト」
（安藤スポーツ・食文化振興財団主催）で奨励賞
を受賞し、その活動が注目されている。6 月下旬、
同協会の活動を取材した。

＜

新田南小

からアクセス！

▼ 田 植 え を す る 藤 白 台 小 児 童 ら︒収 穫 し た お 米 は︑別 の 畑 で 育 て た 冬
野菜と一緒に 月の調理実習で食べる予定だ︒

から嫌い」という児童も何人かいたが…自分

効果的に児童らに訴えらるか

もれなくプレゼント！※毎月クーポンは変わります！

にアクセス！

一度ご登録すると毎月自動的に会員 ※「0843.co.jp」より受信可能
に設定してからご登録を。
証が送られてきます。

NPO法人すいた環境学習協会

ちゃ楽しみ！」と話す。
「梅干しはすっぱい

収穫は 6 月初旬、5 年生とその保護者たちに

８月の教室100円引クーポン

！
校庭で里山を『実体験』

る梅の実の変化に興味津々な様子だ。

干し作りに取り組んでいる。

８月号

■ケータイでゲット
提携店で使えるモバイル会員証をゲットしよう！ ■スマートフォンでゲット
http://0843.co.jp/scard/ 右上の QR コード

営業 11:00 〜 18:00 電話 06-6339-8228

関大前メランジュ本店より千里山方向へスグ 大阪府吹田市千里山東 1-4-12

バウムクーヘン
（ホール）
全品

「花蜜」
「黒糖」
（定価 1,260 円）
「山森」
（定価 1,470 円）等 ※おやつバウム除く

20%OFF
3,000 円以上お買い上げで 500 円金券進呈

※この特典は会員証（カード・モバイル）では受けられません。こちらのクーポンが必要です。

『千里朝日倶楽部』をお届けしている ASA…【朝日新聞千里販売株式会社】ASA 千里上新田 06-6834-1600・ASA 千里桃山台 06-6871-3715・ASA 千里中央 06-6872-2115・ASA 北千里 06-6872-3525【関連店舗】
ASA 東豊中 06-6853-0955・ASA 千里山 06-6337-5555・ASA 南千里 06-6871-3597

●千里朝日倶楽部会員とは？…朝日新聞千里販売とその関連店の配達エリアにお住まいの、朝日新聞ご購読者さま（無料自動入会）。会員特典サービスを受けるには、カード会員証またはモバイル会員証が必要。

イベント・教室

9

締切日：8/20（月）17時

◆お申し込みはこちらへ

当選発表：8/27（月）※

月

※当選は「ご案内状」のお届けに代えます。

6872-0031（月〜金（祝日除く）10〜17時受付）

（06）
お電話…

ＷＥＢ…
「千里朝日倶楽部」で検索（24時間受付）

夢のブラジルオリンピックへ大きな一歩！
女子体操ジュニア強化選手安井若菜さん 全日本ジュニア大会へ

・千里朝日倶楽部会員さま以外でもご参加可能です。 ・くわしい持ち物はご当選者へのご案内状でお伝えします。 ・掲載写真やイラストはすべてイメージです（実際の作品や教室風景とは異なる場合があります）。

リラクゼーションサロン

好評につき１回あたりの時間延長！

大人のいきいき算数教室
考える力で頭の運動不足解消！

え い び ん先 生

久しぶりに算数をやってみたい！いつまでも
いきいき知的に生活したい！今からその準備
をしてみたい！ー 楽しみながら算数の問題
を解けば、アタマは元気いっぱいに。
（「脳ト
レ」
とはちがう
「論理」の世界があなたも簡単
に体験できます）

算数が苦手な方も大丈夫！
チョット考えれば誰
でも簡単。好奇心と
チャレンジが
若さの秘訣！

フーレセラピーで全身リラックス体験
セラピストの足でカラダ全体をマッサージす
る人気の「フーレセラピー」。血液やリンパ液
の流れを改善し、カラダ全体の治癒力を高め
ながら、心身を癒してゆきます。施術中の痛み
やもみ返しもありません。
定

９月８日
（土） １３：３０〜１６：２０
内、お一人様30分間

オーナーセラピストTOMO

フーレセラピスト、ヘッドスパ等ライセンス取得。原町で
『癒しのおうちサロン〜るるど〜』を経営。

員/

体験料/

10名

1,400円（会員外1,500円）

セラピストIZUMI
フーレセラピストライセンス取得。

９月11日
（火） １０：００〜１１：３０
講師

覚野 えいびん

(かくの

えいびん）

スクラップブッキング

HIRO珈琲マイスターの淹れ方を伝授

‘夏のステキ’を思い出スクラップ！

講師

三輪 徹

(みわ

お気に入り写真を保存しておくだけなんて！
オリジナルな台紙やステッカーでクラフトし、
思わず誰かに見てもらいたくなるステキで可
愛いフォトスタンド作り。
●お子さんと一緒のご参加大歓迎です。（託児施設
はありませんが、
フロアマットをご用意しています）
定
員 / 20名
持 ち 物 / エプロン・砂糖とミルク
（必要な方のみ）

９月19日
（水） １０：００〜１２：００

受講料/

とおる）

1,300円（会員外1,500円）

ヒロコーヒー本店マネジャー。ＳＣＡＪ（日本スペシャルコーヒー協会）認定のコーヒーマイスターでもあり、神戸・
大阪を中心にコーヒー教室を多数開催している。
至千里中央

開催場所

新御堂筋

ASA上新田店の２階

（豊中市上新田3-10-21）

桃山台駅

バス停

●徒歩で…
桃山台駅・千里中央駅より約
15分
●バスで…
桃山台駅前バス停１番乗り場
乗車〜上新田バス停下車〜徒
歩３分 ※千里中央からバス
はありません

N

不二家
レストラン

焼肉 上新田
但馬屋 バス停
デイリー
カナート

ココ
２階

TSUTAYA

至竹見台
マーケット

受講料/

９月29日
（土） １０：００〜１１：３０
講師

乾 めぐみ

(いぬい

めぐみ）

6 月 10 日（日）、服部緑地公園 野外音楽

体操クラブ（吹田市玉川学園

ニアナショナルメンバーへ昇格する。さらに、来

堂（豊中市）にて「第12 回 豊中和太鼓まつり」

幼稚園内）の安井若菜さんが、

年度の大会で中学生全体の４位以内だと、2013

が開催された。

８月 12 日から横浜文化体育館

年９月開催の国際ジュニア大会出場資格を獲

で開催される全日本ジュニア体操

得、世界へアピールする格好の舞台に上がれる。

競技選手権大会へ向けて猛練

安井さんは「今大会では失敗しない演技で結

習を開始。
この大会は、ブラジル

果を出し、ジュニアナショナルメンバーに選ば

五輪への大きな一歩となる。

れたい」と焦らず未来を見据えていた。

厳しい予選大会を勝ち抜き、

ような猛特訓だ。
「この厳しい練習をゼッタイ乗

ちが結集する全日本ジュニ

り越える！」安井さんは持ち前の根性を見せた。

ア。体 操 界 の 甲 子 園 と も 言

コーチは「理想的には、本番までに体重をあと

える本大会に、安井若菜さ

２、３キロ落としたいところ…」と話したが、安

ん（山田中学１年・玉川体操クラ

井さんは「大好物のチョコレートはやめられま

ブ）は今回、前年度チャンピオンと
二人三脚で歩む藤林コーチと一緒

員/

20名

持 ち 物 / 筆記用具・はさみ・定規・
テープのり※100円ショッ
プで購入可・思い出写真
２〜3枚（L版タテ・ヨコ
どちらでも）
受講料/

1,000円（会員外1,200円）

スクラップブッキング店頭サンプルデザイナー、出張セミナーや関西テレビでも講師として活躍。
スクラップブッキ
ング協会認定講師、
ラッピング協会認定ラッピングコーディネーター。

優勝おめでとう！山田西リトルウルフＡ
第36回朝日旗争奪千里ニュータウン少年野球大会
第３６回朝日旗争奪千里ニュータウン
少年野球大会の決勝戦が、６月 23 日、万
博記念少年野球場で行われ、山田西リトル
ウルフＡ（吹田市）が桜井谷少年野球部
（豊中市）を破って見事優勝した。
（タイブ
レーク２−１）。
この大熱戦の記事は、千里朝日倶楽部
WEB『みんなの少年野球』
でどうぞ。

テランさんまで、幅広い出演者層だ。
体の芯に響く和太鼓の音は、迫力満点。
楽しいリズムには手拍子が、見事な早打ち
には拍手と歓声が客席から沸き起こる。和
太鼓演奏の他、南京玉すだれやソーラン節
などの踊りも披露され、観
客らは楽しいステージに見
入っていた。
【写真】豊中市の教員たちで結成さ
れた
「野花車
（やかぐるま）
」
（右）
に、
千 里 中 央 地 区 で 活 動 中 の「八 鼓
（やっこ）
」
（下）
。

せん」とコッソリ教えてくれた。
ん。この小さな体が大きな夢をつかみ取るには、

に決めた目標は「6 位」以内。あえて連

人一倍の努力が要る。

覇を狙わない理由をコーチは「ここは

安井さんの優しい瞳

ブラジルへのプロセス。ぼちぼちマッ

は、強い決心を秘めて

クスへ」と話した。

キリリ ! と輝いていた。

また今回、中学２年以下で
身長は 120 センチ台

大級！ 千里阪急ホテル

北摂最

プールサイドビアガーデン

千里ニュータウンの夏の風物詩といえば、千里阪急ホテルの “プールサイドビアガーデン”。皆さ
んもう行きましたか？今年は「ワールドリゾート」をテーマに展開中。今話題のスポットに千里朝
日倶楽部もお邪魔しました。
魅力

１

五大陸を丸ごと味わえる

ワールドバイキング！

魅力

２

老若男女楽しめる

迫力満点のサンバショー！

緑に囲まれたガーデンで

魅力

３

リゾート気分♪

アジア、アメリカ、アフリカ、オセアニア、ヨー
ロッパ― ズラリ並んだ世界五大陸の代表料理！

当会場の魅力といえば、何といってもたくさ

全 40 種類とメニューは豊富で、一体どれから食

んの緑に囲まれていること！まるでどこか海外

べようかと迷ってしまいます。近年人気のタジ

のリゾートにでもいるような気持ち良さ。プー

ン鍋料理やバーニャカウダ、B 級グルメでおな

ルサイドなので風も涼しく、いつまでも座って

じみ 青森せんべい汁など話題のメニューも盛り

いたくなる空間です。お子さま連れの家族や年

だくさん。サラダや総菜が充実しているのも女

配のご夫婦も多いので、安心して訪れてみて下

性には嬉しいポイントです。なんと営業時間内
は無制限 食べ放題・飲み放題（！）なので、お
腹いっぱいになるまでゆっくり楽しめます♪
できた
て
シ ェ フ アツアツ！
の実演
コーナ
ーも！ 料 理

さい♪
毎週水曜日は “サンバ night”（19:00 〜）。明
るいサンバのリズムが鳴り始めると、キュート
＆セクシーなダンサーたちが登場！テーブルの
すぐそばを踊りながら通り抜けていきます。こ
れには、おじさま方はもちろん若い女子も小さ
な子どもも大喜び！最後は観客も一緒に中央の
ステージでダンス♪会場が一帯となって大盛り
上がりのショータイムです。

※イメージ

【提携店サービス変更情報】リフレとアロマのプライベートサロン
「PADMA（パドマ）」06-6857-7677…①施術料金が 5% 割引⇒10% 割引に変更。
②「完全予約制」になりました。
「マタニティ
コース」
もあります。③ウェブサイト開設 http://team-relax.main.jp/

出演は、豊中市を拠点に活動するアマチュ
ア団体８組。小さな子どもから 70 歳代のベ

体育館を出れば普通の女の子に戻る安井さ

して挑む。

定

いる。これは、ボクシングで言うスパーリングの

全国から選りすぐりの選手た

500円（会員外700円）

〈文化庁関西元気文化圏参加公演〉

6 位以内に入ると、海外遠征にも参加できるジュ

７月に入り、大会前のʻ通し込みʼがはじまって

定
員 / 16名
対
象 / 40・50・60歳代の方
持 ち 物 / 筆記用具

第12 回 豊中和太鼓まつり

女子体操界期待の星、玉川

えいびん先生

「衰えない思考力」が人生のキーワードと考え、学習教室やイベントなどで、子どもから大人まで、論理力や文章力を
鍛えるための様々な取り組みを行っている。

香り立つコーヒー教室
ご家庭でもできる香り立つコーヒーの淹れ方
を、HIRO珈琲のマイスターが、時間をかけて
じっくり丁寧にお伝えします。試飲タイムは、
絶品濃厚チョコケーキ「大黒」を楽しみながら。
ちょっとの工夫で、
こんなに香りが違うんです。

＋－×÷＝!？

レポート

〈★毎週木曜日はフラダンス、ベリーダンス、三線な
どのショーが行われています。〉

千里朝日倶楽部会員様限定
通常 3,900 円／スポットDAY 3,500 円
（大人一名様）
のところ、
「会報を見た」と言って予約をすると

200 円引き !!

※通常・スポット DAY に限る（スポット DAY につ
いてはお問合わせ下さい）。１予約につき 10 名様ま
で。9/30 まで有効。

≪千里阪急ホテル DATA≫
◆所在地：大阪府豊中市新千里東町 2-1
◆TEL：06-6872-2211 ◆アクセス：北大阪急行
線／モノレール「千里中央駅」下車すぐ
◆URL：http://www.senri-htl.co.jp/

【おたよりどうぞ】千里朝日倶楽部にいつもおたよりありがとうございます！
「取材依頼」
「街ネタ・街のウワサ」
「日常生活の素朴な疑問やひとこと」
「わが子・ペット自慢」などなど、お送りくだ
さい。選定のうえ当紙に掲載いたします。ペンネームで掲載可。（あて先）電子メール：aclub@0843.co.jp ハガキ・手紙：〒560-0085 豊中市上新田 3-10-21『千里朝日倶楽部』事務局まで。
なお、送っていただいた写真などは原則的にお返しできませんのであらかじめご了承ください。

