●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。

◆お申し込みはこちらへ

締切日：10/10（水）17時

6872-0031（月〜金（祝日除く）10〜17時受付）

（06）
お電話…

当選発表：10/15（月）※
※当選は「ご案内状」のお届けに代えます。

ＷＥＢ…
「千里朝日倶楽部」
で検索（24時間受付）

・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）。

歩き方から始めるアンチエイジング！

クリスマスを美しくスマートに飾る！
アルファベットの芸術、カリグラフィ。専用の
ペンを使って美しく文字を描きます。今回は、
クリスマスを美しくスマートに飾るカードをイ
ラストも交えて作成します。

の基礎を取り入れ、骨盤・股関節を整えながら、美し
い立ち姿・歩き方を身に付けていきます。良い歩き

12名

方は体の代謝も上げて、健康維持にも役立ちます！

定

充実の３回連続講座！

持 ち 物 / バスタオル、水 ( 水分補給
用の飲み物 )、汗拭き用の
タオル※動きやすい服装

10月24／31日／11月7日（水） 10：30〜12：00

講師

末永 悦子

(すえなが

員/

受 講 料 / 1,500円（会員外2,000円）
※３回分の料金。初回に頂きます。
※途中欠席の場合は返金不可です。

えつこ）

4歳よりモダンバレエを始め、現在はタイ式ヨガ(ルーシーダットン)とバレエのレッスンを大阪・高松で行う。モダン
バレエ講師、
日本ルーシーダットン普及連盟公認インストラクター。

充実の３回連続講座！

11月5日／12日／19日（月）

講師

教室開催場所
至千里中央

今年からはパソコンでラクラク年賀状♪

まゆみ）

ハローパソコン教室イオンタウン豊中緑丘校インスト
ラクター。マイクロソフトオフィススペシャリスト取得。

（会員外700円※1コースにつき）
※文字入力の出来る方対象。

野村 琢磨

(のむら

たくま）

ハローパソコン教室せんちゅうパル校インストラクタ
ー。マイクロソフトオフィススペシャリスト取得。

バス停

(なかやま

各コース8名

持 ち 物 / 筆記用具、昨年の年賀状 (
数枚 / 参考として使用 )
受 講 料 /500円(※1コースにつき)

桃山台駅

中山 まゆみ

員/

焼肉
但馬屋

上新田
バス停
デイリー
カナート

新御堂筋

講師

①１０：３０〜１２：００宛名書きコース
②１４：００〜１５：３０裏面コース

定

N

不二家
レストラン

イメージ
※

年賀状作りの定番ソフト
『筆ぐるめ20』を使用
してオリジナル年賀状の作り方を学びます。
宛名書き・裏面デザインの２コースから、学
びたい内容に応じてお申込み下さい。もちろ
ん両方でもOKです！(※作り方を学ぶ講座です。本講

11月14日（水）

(みなみかわ

ココ
２階

ASA上新田店の２階です
（豊中市上新田3-10-21）

『天声人語』

もっと

講師：覚野えいびん

使える

学習教室

〜大人気天声人語書き写しノートで国語力アップ！〜

平成24年11月3日
（土）14：00〜15：45

定員：24名（応募先着順）

対象：小学６年生〜中学３年生まで（保護者ご参加可）
※大人だけの参加はご遠慮ください ※朝日新聞読者以外も可

参加費：500円（書き写しノート1冊・１ドリンク付）

会場：朝日新聞千里販売会議室

豊中市上新田3-10-21（詳しくはご案内状で）

お申込・問合せ：お電話06-6872-0031（日祝除く10:00〜18:00）

主催：朝日新聞千里販売株式会社

出発地と集合時間

日帰り・昼食付

お電話受付９時30分〜17時30分（土日祝除く）

予約

6345-1613

06-

特にゆかは「練習でも見せたことがない」

アナショナルメンバー昇格を決定づけた。

持 ち 物 / 筆記用具、黒の 5 ミリ幅マ
ーカー、はさみ、定規。
※詳しくはご案内状で。
※マーカーは教室で購入
できます。

とコーチを驚かせた ʻ笑顔ʼ が見られた。
「技
術以外の表現力が課題」と言われる安井さ
んが、大きく成長した証だった。
残念ながら、最後の段違い平行棒の着地
で転倒してノーミスを逃したが「これで新し

安井さんは全日本ジュニア大会で、中学生

1,500円（会員外2,000円）

全体の第３位に入った。大会前にかかげた

い目標ができた」
と語るなど、一流アスリート
が持つ逆境での前向きさをうかがわせた。

目標の６位以内を、はるかに上回る好成

コーチは「守りの体操はここまで。今後は

績だった。
しかし、スンナリといったわけ

五輪に向け、控えていた技にも挑戦してい

ではない。

く」
と気合を入れる。

追加募集

「本人より緊張した」という藤林コーチ

ジュニアナショナルメンバーになり海外遠

●下記はお電話先着順当選

は、最初の平均台の前練習でキレが見

征など、より広い世界へ飛び立つ安井さん。

美味しい紅茶入門

られない安井さんへ「安全策をとって、 「これからはスゴイ！と憧れられる選手になり
技をＥランクからＣランクに落とす」
よう
指 示したという。
しか
は納得せず、首を縦に

10月20日（土）13:30〜15:30 受講料/500円（会員外700円）

振ったのは演技のわず

第二の心臓と呼ばれる足をもむことにより、全身の
血液循環を良くし、肩凝りや冷え性など、病気を改善
します。今回は「夏の疲れを取る」がテーマ。

か３秒前だった。
ランクを落としたため

上記はすべて材料費等込の料金です

５

！
！

つのチカラがアップ

1 見出しを付けるチカラ！

2013年４月には、
日本一を決める
全日本選手権大会が
待っている。
24位以内に入ると
NHK杯に出場し、
全国にテレビデビュー！

平均台での得点は伸び
なかったが、最初の演技
で失敗しなかったことが
功を奏し、後のゆか、跳
馬、段違い平行棒を平常

吹田市からのお知らせ

スリランカ・モラトワ市

3 文章をまとめるチカラ！
4 感想文を書くチカラ！
※

5 オリジナル学習法で学力アップ！
※えいびん式オリジナル「天声人語国語問題」など

写真：
（初公開）安楽寿院本尊阿弥陀如来座像

各出発地―知恩院三門(三門内部や狩野派筆天井画)―京都大学内ラ・トゥール（洋ランチコース）―法性寺（千手
観音菩薩立像）
または寶樹寺(伝葛飾北斎作「常盤御前雪除松図)―城南宮(明月記断簡)または安楽寿院（初公
開、本尊阿弥陀如来座像）―各帰着地（17:00〜17:40）
※法性寺か寶樹寺はどちらか一箇所お好きな方をお選びいただきます。
※城南宮か安楽寿院はどちらか一箇所お好きな方をお選びいただきます。

コース番号

郎君、安井若菜さん、浦りかさん

左から、高濱慶介君、藤戸勇之進君、村上航平君、清水淳太

2 ことばを調べるチカラ！

バスツアー

たい」
と胸を張る姿が、
とても輝いていた。

ー
玉川体操クラブの全日本ジュニア選手権大会出場メンバ

し、安井さんはすぐに

健康！足もみ教室

お近くからゆったり

阪急南千里駅前 ８時 30 分
千里阪急ホテル ８時 50 分
阪急北千里駅前 ９時 10 分

心で演じることができた。

千里が生んだ女子体操界の星、玉

技選手権大会で好成績を上げ、見事ジュニ

16名

材 料 費 / 1,500円（会員・会員外共通）
※３回分の料金。初回に頂きます。
※途中欠席の場合は返金不可です。

あや）

出発日（日帰り）

旅行代金お一人

員/

受講料/

１０：００〜１２：００

朝日新聞ご愛読大謝恩バスツアー

11 月 8 日（木）
10,800 円

定

「ゴールデンルール」
と呼ばれる基本の淹れ方を実
践形式で学びます。最後は淹れた紅茶で、お菓子と
ともにティータイム♪茶葉のお土産付きです。

竹見台
マーケット
至南千里

ジュニアナショナルメンバー昇格！次に目指すは日本一！

８月に開催された全日本ジュニア体操競

10月6日（土）13:30〜15:00 受講料/950円（会員外1,150円）

TSUTAYA

「これからはスゴイ！選手になる」
内）の安井若菜さん
（山田中学１年）が、

日本カリグラフィースクールマスターコース修了。
スクラップブッキング協会認定講師。
アート＆クラフトDUC認定イ
ンストラクター。

パソコン年賀状講座

座で年賀状の本印刷は出来ませんので予めご了承下さい。)

南川 綾

ん
安井若菜さ

イメージ
※

麗しのカリグラフィ

は歩き方で損をしていませんか!?本講座ではバレエ

ラブ
玉川体操ク

川体操クラブ（吹田市玉川学園幼稚園

美容エクササイズ教室
見た目年齢に大きな影響を与える“歩き方”。あなた

!
ジル五輪
めざせブラ

9769

◆第48回◆
京都非公開文化財特別公開
京都古文化保存協会と朝日
新聞の特別協力により、この
秋は21の寺院で古都の宝を
公開。中でも法性寺と寶樹寺
は朝日旅行のお客様だけの
公開日でゆっくりご覧いただ
けます。昼食は大学構内とは
思えないお洒落な建物とお料
理で評判の「ラ・トゥール」にて
ご用意。
※写真やイラストはすべてイメージ

●旅行の申し込み‥電話でのご予約。●旅行の解除 / 変更‥申し込みの人数が 30 人に満たない場合は旅行の解除をお願いすることがあります。●旅行の取消し‥旅行契約後の取消しは出発 7 日前から規定の取消し料を申し受けます。●免責事項‥次の場合当社ではその賠償の責を負いません。①天災地変・同盟罷業などの不可抗力の事由
によって生じた損害。②お客様の法令又は公序良俗に反する行為によって生じた損害。③運輸・宿泊機関等、当社以外の責によって生じた損害。④その他の事項については当社旅行業約款に基づきますのでご了承下さい。●お申し込み時にお伺いした個人情報は、お客様との諸連絡などに、ＡＳＡと旅行企画の朝日旅行にて利用いたしますので
ご了承下さい。●お申し込み後、詳しい旅行条件を説明した書面をお送りします。事前確認の上、
ご参加下さい。●旅行企画・実施：株式会社朝日旅行 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-2-2-1000 大阪駅前第 2 ビル 10 階 観光庁長官登録旅行業 97 号・日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 新堀正美 / 企画協力：千里朝日倶楽部

【おたより紹介】
千里にあるパワースポットを取材してください。／藤白台・Y さん…みなさまの身近なパワースポット情報をぜひお寄せください！取材させてもらいます！aclub@0843.co.jp まで。

梅干し作りもいよいよ最終工程。８月始め、夏休
み中の学校の中庭で梅の土用干しが行われた。
太陽がジリジリと燃える真夏日。土用干しには
もってこいだ。

この日は５年生児童７人が参加。桶から
梅を取り出し、大きな竹のざるに梅同士が
重ならないように並べていく。
黄〜赤に染まった梅が敷き詰められたざ
るはまるで芸術作品のよう。
「シソに近いほ
ど強い赤色に染まります。桶のどのあたりに

友好交流 30周年記念

モラトワを知ろうデー
辺り一面に漂う梅の爽やかな香りに蝶も誘われます。

入っていたかによって染まり方が変わるん
ですよ」
と話してくれたのは栄養教諭の小
栢先生。染まり加減の美しさを楽しめるのも
手作りならではだ。
漬けている途中に潰れてしまった梅は特
別に“つまみ食い”が許される。
「すごいすっ
ぱいー!!」と言いながらも「もう1個食べた
い!!」
と嬉しそうに騒ぐ児童ら。私も１つ頂く
と、
しっかりと塩分が感じられて、夏の疲れ
が一気に吹き飛ぶ味がした。
３日間の土用干しの後は、再び桶に漬け
込んで、
しっとりとした梅干しに仕上げる。梅
干し作りの工程はこれで一通り終了。あとは
秋、おにぎりにするためのお米の収穫だ！

スリランカ南西部に位置するインド洋に面し
た都市・モラトワ。1982 年に吹田市と友好
交流都市提携を結んでから今年でちょうど 30
年になります。モラトワについてもっと知っ
て、30 周年を皆でお祝いしましょう！

★30 周年セレモニー
★モラトワ紹介の写真展示
★カレー・紅茶の試飲・試食・販売
…等
○日時：10 月 14 日（日） 10:30 〜 18:00
○場所：吹田歴史文化まちづくりセンター『浜屋敷』
（吹田市南高浜町 6-21）
○お問合わせ：吹田市・文化のまちづくり室
TEL/06-6384-1305

【こぼれ話】大会前になるとさらに体重管理が厳しくなる体操競技。安井さんも、藤林コーチの指導で大好きなチョコレートを断って大会に備えました。全日本ジュニア大会で全ての出番が終わった
後、
コーチに「もう一日見学して帰りたい」
と訴えた安井さん。
コーチは心の中で「なんて努力家なんやろ」
と感心したそうです。
でも…、次の日安井さんが別のコーチらとともに向かったのは横浜中華
街！しかも食べ放題のお店へ！
「ʻ桃まんʼが一番おいしかったです」
と恥ずかしそうに告白する安井さんのそばでコーチは、
「こうやってこの子はみんなに支えられているんやなあ」
と笑顔でした。

発行：朝日新聞千里販売(株)豊中市上新田3丁目10-21 ●TEL(06)6872-0031 ●FAX（06）6872-0034

「 新しいサービスと地域への貢献 」No150記念号/2012.9.30 ○毎月１回 最終日曜発行（朝日新聞折込）

第 114 回千里 ASA-COM コンサート

より快適な千里ニュータウン Life を

Rio& ピアノ＆バイオリン
Syuga

観覧無料

Rio

10

開演
18:30
30（火）

(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

（豊中市新千里東町 1-5-3/ 千里中央駅下車すぐ）

《チャリティー活動》会場にてペットボトルキャップ、
プルトップ、
ベルマー
クの回収を行っております。回収した品は吹田市善意銀行を通じ、ワク
チン・車いす等に変わります。皆さまのご協力をお願い申し上げます。

Syuga

（水）

〈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）〉

DEPARTURE、セ ルリアンブ ル ー（Syuga
作曲）、情熱大陸、見上げてごらん夜の星を、
スペイン・・・他

主催：朝日新聞社、千里朝日阪急ビル管理（株）、朝日新聞千里販売（株）
・千里朝日倶楽部
協賛：A&H ホール、（株）アサヒ・ファミリー・ニュース社

真夏の熱闘！LIVE2012

地域の子どもたちもオンステージ！

18:30 開演

ントが開催される。

話しかけるように答えてくれた。

ノキで自作したけどね」
と懐かしんだ。
「ここは色んな世代と話ができて楽しい

高齢の男性が話しかけてきた。

な」。ʻタイムスリップ展の語り部さんʼは、笑顔

國永さん（77歳）は結婚後、古江台のテラ

をはじけさせた。

スタイプの府営に引っ越してきたという。

北海道、青森を経てこの街に移り住んだと
「街がきれいだし公園も多い。
どこよりも子育

50年経てば身の回りの物が立派な遺産になる

あった銭湯へよく行ったよ。そのうち庭にヒ

「なあ、兄ちゃん。NTについて聞きたいこと

品々や映像などで振り返ることができる。

※「0843.co.jp」
より受信可能
に設定してからご登録を。

「うちは風呂が無く、小学校の上の方に

ないか？」人懐っこい少年のような瞳をした

南千里駅前にオープンしたばかりの千里

からアクセス！

また、まちびらき50年事業実行委員であ
り、吹田市立博物館で10月13日から開催の
『ニュータウン半世紀展』実行委員も務める
奥居武さん（53）は「ʼNT２世ʻの私たちは、高
齢の親だけがここに残り、幼い頃一緒に過ご
した仲間はほとんどいなくなった。今回の記
念事業を機に、さらに住みやすく成長した千
里を見てもらい、新しい世代とともに戻って
きてもらえたら」
と願いを語った。

千里をいっぱい楽しめる！イベントがもりだくさん
開催日や他のイベント情報は［URL］senri50.com/［TEL］06-7172-9102

無料観覧券

●千里５０年まつり

エル・グレコ展

10/20（土）
・21（日）いずれも11:00〜
●大人の学びなおしに
セルシー広場／せんちゅうパル広場

〜スペイン絵画黄金期の巨匠〜

大人から子どもまで楽しめる体験型のお
祭り。中村鋭一さんの千里トーク、水木ケイ
さんの歌謡ショーなど。楽しい屋台も。

大阪初上陸
【応募方法】
①プレゼント名 ②〒住所 ③氏名 ④電話番号
⑤千里ニュータウンの未来に期待すること、を
ハガキか電子メールに書いて、下記にご応募
ください。
●ハガキ＝〒560-0085豊中市上新田3-10-21
「プレゼント係」
●メール＝aclub@0843.co.jp
組
「プレゼント係」10/8（月）必着。
（20名）

10

編

集

千里ニュータウン50
周年。千里朝日倶楽部
おかちん編集長
会報もちょうど150号。
これはうれしい偶然、と言っても、
特別なプレゼントがあるわけでも
なく、ページがカラーになったわ
けでもない。何もしないのはつま
らな い から、１ ページ目の 上 に
「記念号」
とだけ付けました。地味！
10月12日
（金）

合わせ、NT内で50周年を祝う数多くのイベ

■ケータイで

右の QR コード

●「タイムスリップ展」は、南千里駅西側千里ニュータウンプラザ２階にて、11/25（日）
まで開催（休みあり）。

http://www.nishiura.cc/

11月11日
（日）

ちびらきからちょうど50年を迎えた。それに

てがしやすい」
と、お腹に宿った新しい命に

◆会場：A&H ホール
◆入場無料／抽選制
◆応募方法等 詳細は
次号会報で発表 !!

〈バンド〉タンゴ・コケータ
〈ダンス〉エルネスト＆リカ

満員御礼に︑
感謝いたします︒

西浦達雄

にアクセス！

一度ご登録すると毎月自動的に会員証
が送られてきます。

いう入江さち子さんにNTの印象を尋ねると

21

11

千里ニュータウン（以下、NT）が９月で、ま

リップ展』では、NT50年の歩みを懐かしい

魅惑 のアルゼンチン・タンゴ

10月の教室100円引クーポンも付いてくる

50年前にタイムスリップ！

ニュータウンプラザで開催中の『タイムス

！
決定
第 115 回千里 ASA-COM コンサート
〜千里朝日阪急ビル創立 20 周年記念〜

も
公演

11 月

10月号

※モバイル会員証のご優待はカード会員証と同様です。

懐かしい展示品があの頃に戻してくれる

2007 年 3 月、当時高校生だったピアニスト〈Rio〉と、小学生だった
バイオリニスト〈Syuga〉が世代差を超え結成。クラシック、ポップス、
ジャズなど、幅広いジャンルの演奏を繰り広げる。関西にとどまらず、
東京にも活躍の場を広げ、テレビ・ラジオ等数多くのメディアにも出演。
今大注目の若手デュオ。

（変更の場合有り）

2012年

デュオコンサート

〜千里朝日阪急ビル創立 20 周年記念〜

Program

千里朝日倶楽部

提携店でおトクなご優待を受けられる ■スマートフォン・タブレットで
モバイル会員証をゲットしよう！
http://0843.co.jp/scard/

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

●佐竹台タイムスリップ館

9/3（月）〜11/25（日）13:00〜16:00
府営千里佐竹台住宅Ｂ39棟 202号
「こんなお風呂にぼくも入ってみたいな」。簡易式ユニット風呂
『バスオール』に興味津々の入江和磨君とさち子さん。

記

●就職活動に

広島市北部のNTが私の故
郷です。そのせいかタイム

●時事にも強くなる

スリップ展の展示品は、昔の千里を知
らない私でもどこか懐かしさを感じま
した。田と山に囲まれた“田舎”の風景

３冊セットで

に共通して感じる懐かしさがある様に、
NTもまた新しい“日本の故郷”の風景な

★検討のうえ取材に行かせてもらいます！

【提携店変更情報・変更後の特典内容】[ 旭珈琲 ]…珈琲豆を定価の 5% 割引。得用 500g 詰は除く。※ポイント無し※他の割引と併用不可。 [ 那岐山荘 ]…ご宿泊料金（お 1 人様）5,250 円 /1 泊 2
食付（税込）・合宿の場合 5,250 円 /1 泊 3 食付（税込）※お茶貸切★那岐山荘特選のおみやげ進呈（1,000 円相当）。会員証 1 枚で何名様でもお申込み可。 [ 日本旅行 ]…【国内旅行】赤い風船・
JAL パック・全日空スカイホリデー各商品…3% 割引【海外旅行】マッハ…5% 割引、ベストツアー・JAL パック・全日空ハロークラブメッド各商品…3% 割引 （以上ウェブサイトにも記載しています）

630円

（税込）

のかもしれません。

aclub@0843.co.jp

千里ウォーク申し込み方法
●住所 ●氏名 ●電話番号 ●参加コース ●参加人数を書
いて、ハガキまたはFax、
メールにて。10/25（木）必着。
［宛先］千里ニュータウンまちびらき50周年事務所
［住所］
〒565-0862 吹田市津雲台1-1-D1-210
［FAX］06-7172-9102［メール］senri50th@gmail.com

●受験の備えに

年、千里をまねて作られた

街ネタ提供

11/10（土）8:30受付開始・9:30スタート
［集 合］千里南公園 野外舞台前
［参加費］20km（500円）
・10km（300円）
・5km
（300円）※中学生以下無料。小学生は保護者（有料）
同伴のこと。
（持ち物はお問い合せを）

●大人の学びなおしに

千里NT街びらきから十余
チエちゃん記者

50年前、最初に入居がはじまった府営住宅
の一室で、昭和45年ごろの生活を体験！
開催日限定。必ず主催者にお問い合せを。

●千里ニュータウン 一周ウォーク（要事前申込）

書

き

写

し

ノ

ー

ト

【朝日新聞千里販売】 ASA千里上新田 06-6834-1600
【 関 連 店 舗 】 ASA東豊中 06-6853-0955

ASAへご注文ください
ASA千里桃山台 06-6871-3715
ASA千里山 06-6337-5555

ASA千里中央 06-6872-2115
ASA南千里 06-6871-3597

ASA北千里 06-6872-3525
の７店舗が『千里朝日倶楽部』をお届けしています。

