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「いらっしゃいませ！」

豊泉家桃山台 & 新田南小
クリスマス交流会

11月20日 桃山台小3年生『お店体験』

童らのクリスマス交流会が開催されました。
新田南小の４年生110人が二手に分かれ、それぞれのステージでリ

千里朝日倶楽部

ショッピングセンター賑やかに

豊泉家桃山台（上新田３丁目）
で12月７日、施設利用者と新田南小児

社会科学習の一環として、桃山台ショッピングセンターで行われた

コーダー演奏、合唱、沖縄の伝統舞踊エイサーなどを披露。利用者の

“お店体験”。児童らが店員となって、“働く”ということを体験をしました。

方々は体いっぱいでリズムを取りながら、
「よかったよ！」
「ありがとう！」

「いらっしゃいませ！」
「いかがですか〜!?」児童らの大きな声が響き渡

と大きな拍手を贈っていました。中には児童らの一生懸命な姿に「涙が

ると、
ショッピングセンターは一気に活気づきます。普段ショッピングセ

出てくる‥」
とハンカチを手放せない方の姿もありました。

ンターでは姿を見ないような若いお母さん方もこの日は多く来られて

全ステージ終了後、代表して福久彩花さん（４年３組）が「施設に
飾ってください」
と折り紙で作った花束を手渡して交流会は終了。利用
者の方々は、児童らの小さな手を握りながら別れを惜しんでいました。
この催しは、千里朝日倶楽部がコーディネートして企画されました。

「 新しいサービスと地域への貢献 」No153/2012.12.30 ○毎月１回 最終日曜発行（朝日新聞折込）
より快適な千里ニュータウン Life を
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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/
※最新の提携店リストは「千里朝日倶楽部」
ウェブに掲載。

１月の教室100円引クーポンも付いてくる

年始のおもてなしに
孫が、娘が喜ぶ

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。

■ケータイで

右の QR コード
からアクセス！

※「0843.co.jp」
より受信可能
に設定してからご登録を。

お手製

お正月フレンチ
皆が集まるお正月。いつものおせち料理にプラス

おり、古くからの近所の住民は「元気な頃のニュータウンが蘇ったよう」

して、今年はお手製フレンチをふるまってみ

と懐かしそうに目を細めていました。

ませんか？彩りもより一層華やかに、賑

終了時間が迫ってくると、少しでも多く売ろうと、児童らはショッピン
グセンター中を駆け回って必死の呼び込み。八百屋でキャベツを売る
児童は「あと５個で売り切れなんやけどなぁ」
と、お店屋さんの大変さ

行っていきます。

を実感していました。

心を込めて作った折り紙の花束を贈る福久さん

今後も当俱楽部では、地域のつながりを大切にして、
このような活動を

やかな食卓を囲みましょう。

「児童との交流はもちろんの
こと、保護者の方も多く来て
頂けるので嬉しいです」
と協
力施設の一つ、吹田桃山台
郵便局の畑上局長は話す。
地域全体の交流の機会にも
なっているようです。
●今回ご提供くださった先生の主な担当講座

ひろばの先生からオンリーワン作品をお届け！
！

新年「お年玉」
プレゼント
千里朝日倶楽部から１年の感謝の気持ちを込

（１名様）

（２名様）
どちらかは
選べません

めて、会員の皆様にステキなプレゼント！ひろば
（講座）でおなじみの先生方が、今回のために
世界でたった１つの作品をご提供くださいまし
た。
どれも手作りで温かみのある作品ばかり！
サークルキララさん提供

トラベルノートのコラージュと
Ａ クラフトペーパー

応募方法
〒住所、氏名、年齢、電話、欲
しい賞品、
「実践しているエコ
な寒さ対策」を明記し、以下
のあて先まで。１月11日
（金）
必着。当選発表は商品発送
（平成25年1月中予定）をもっ
て代えます。
【ハガキ】
〒560-0085 豊中市
上新田3-10-21
【E-mail】aclub@0843.co.jp
千里朝日倶楽部「お年玉プレ
ゼント」係へ
●個人情報は賞品お届けの
他、千里朝日倶楽部関連イベ
ントのご案内等に利用させ
ていただく場合があります。

（１名様）

（１名様）

その他のレシピは 2 面に続き
ます

サークルキララさん …カリグラフィ教室
川口千恵子先生 ……各種手芸教室
足立幸子先生 ………ペーパークイリング

（１名様）

川口千恵子先生提供

Ｂ 絵画のデコパージュと
柿渋塗り

根菜の和風ポトフ

〈材料（4 人分）〉豚肩ロース…200g、玉葱…２個、人参…１本、れんこん…100g、里芋…８個、
生しいたけ…１パック、水…800ml、固形ブイヨン…1 個、昆布…適量、醤油…大さじ１、ロー
リエ…２枚、きぬさや…少量、黒粒こしょう…少量、塩…適量
１．玉葱は皮をむき、大きめのくし切りにする。れんこんは皮をむき 5 ㎜厚に、人
参は皮をむき1cm 厚に切る。里芋は皮をむき水にさらす。しいたけは石づきを取る。
２．鍋に水・昆布・固形ブイヨン・豚肩ロースを入れ熱し、沸かしてアクを取る。３．
２に玉葱・人参・れんこん・里芋・しいたけを入れ、沸かしてアクを取り、塩・醤油・ロー
リエ・黒粒こしょうを入れ中火で１時間煮込む。４．途中アクを取り除き、根菜が
柔らかくなるまで煮る。５．煮上がれば器に盛り、塩茹でしたきぬさやを添える。

（３名様）

千里朝日俱楽部「オススメ」提携店からお知らせ
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

川口千恵子先生提供

ビーズの
Ｃ ネックレス

川口千恵子先生提供

Ｄ 羊毛フェルトのネックレス

川口千恵子先生提供

Ｅ 柿渋の一閑張

足立幸子先生提供

ペーパークイリングの
Ｆ メモスタンド
千里中央

記

チエちゃん記者

※今号は、連載記事『近隣センター十三ヶ所めぐり』はお休みします。

HondaCars

せき家

新御堂

後

集

「チエちゃん今年は平成何年だっけ？」なんてボケた質問を
毎日くり返しているうち、１年が終わってしまった。やりたかっ
おかちん編集長
たこと、もっとあったのに！でもそれは、新しい年に回せばい
いやと思いつつ、せめて自分の年くらいは憶えよう。

体育館
吹田千里〒

編

当紙が両面化してから１年。多くの良い出会いに恵まれ、無
事１年間歩むことができました。嬉しかったのは地域の方と
顔馴染みになれたこと！顔の見える千里朝日倶楽部に近付い
たでしょうか!?2013年も引き続きよろしくお願いいたします。

豊中市上新田 2-14-8

・他サービスとの併用は不可

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

定休 毎週水曜（平成25年2月より火曜休）
営業 11:30 〜 24:00（支度 15:00 〜 17:00）

「この部分に広告を掲載しませんか？」朝日新聞読者の方は 1,000 円〜。読者以外の方は 3,000 円〜。06・6872・0031 まで。（広告内容と掲載間隔には一定条件があります）

【エコ活動報告】ペットボトルキャップ127kg・プルトップ12kg寄付（11月9日・社会福祉法人吹田市社会福祉協議会善意銀行へ）
「収益の一部がワクチンに生まれ変わります。
ご協力ありがとうございます」

●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。

締切日：１/10（木）18時
当選発表１/15（火）※
※当選は「ご案内状」のお届けに代えます。

◆お申し込みはこちらへ

※年末年始（12/30〜1/3）
を除く。

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（期間中・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）。

香り立つコーヒー教室

羊毛でかわいい！アニマルづくり

ちょっとの工夫で香り高く！

２月７日
（木）

ご家庭でコーヒーを淹れるとき、
ちょっとした工夫
で香りが違ってきます。HIRO珈琲マイスターがそ
んな方法を丁寧に伝授。試飲タイムは絶品濃厚
チョコケーキの「大黒」を楽しみながら。

２月12日
（火）

１０：００〜１２：００

講師

川口 千恵子

定
員 / 16名
持 ち 物 / エプロン・砂糖とミルク
（必要な方のみ）

500円（会員外700円）
400円（会員・会員外共通）

アトリエゆりの木主宰。羊毛フェルト・ビー
ズ・一閑張りなど数多くの手芸教室を開く。

受講料/

講師

三輪 徹

1,300円（会員外1,500円）

バス停

受講料/
材料費/

１０：００〜１２：００

ヒロコーヒー本店マネジャー。
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。

桃山台駅

定
員 / 16名
持 ち 物 / 特になし

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

新御堂筋

今流行の羊毛フェルトで、小さくてかわいいアニマ
ルをつくります。丁寧な指導で、羊毛フェルトがみ
るみる愛くるしい作品に。作り方を覚えれば、
どんど
ん応用がきいていきます。

教室開催場所
至千里 中 央

羊毛フェルト

追加募集先着順当選
N

上新田
バス停
デイリー
カナート

ココ
２階

TSUTAYA
竹見台
マーケット
至南千里

Q. 震災後、自ら団体を立ち上げようと思った

―震災二年目を迎え、被災地が一日も早く

きっかけは？

１月15日
（火）14：00〜16：00

復興をするためには、交流人口が増え経済

―私は宮城の大学に通っていました。友達

が循環することが大切だと学び、子どもたち

が被災し、何かできることはないかと思い、

の旅行企画運営という新しい形での復興支

すぐに被災地へ。色々お手伝いをする中で、

▲ 大阪城前で記念
撮影。ハイ、
チーズ！

援を行うことにしました。大阪の食文化や歴

（2012 年 11 月25日）

現地の方々が皆声を揃えて言っていたのが

史について学んでもらい、USJ でも遊びま

受講料※材料費込
2,000円（会員外2,200円）

初めての方にも優しく丁寧に
教えます。自分だけのオリジナ
ル作品を、能勢の工房で焼き
上げてお渡しします。

◆健康！足もみ教室

１月19日
（土）13：30〜15：30

受講料/500円（会員外700円）
この時期にピッタリの「風邪予
防」と「冷え性改善」をテーマに
ASA上新田店の２階です
足もみ法をレクチャーします。
（豊中市上新田3-10-21）
全身がポカポカに!

１．鍋にオリーブ油と鷹の爪を入れて熱し、玉葱を薄茶色になるまで
炒める（30 分）。２．わかさぎは小麦粉をふって油で揚げ、塩をふる。
１の玉葱と一緒に保存容器に入れる。３．鍋で日本酒を温めてアル
コールを飛ばし、砂糖・酢・ローリエを加えて沸かす。熱いまま２に
流し込み、軽く混ぜる。粗熱を取ってから冷蔵庫で１日寝かす。４．
わかさぎ、玉葱を器に盛り付ける。彩りとしてセルフィーユ又はベビー
リーフを散らす。

フィデウア（パスタパエリア）

１．スパゲッティは 3cm の長さに折る。パプリカは厚めに切る。さ
やいんげんは塩茹でし 2cm の長さに切る。２．フライパンにオリー
ブ油を熱し、エビを強火でさっと焼き取り出す。そのまま塩をふった
鶏肉を焼く。３．鶏肉に焼き色が付いたら、
玉葱を加えて炒める。４．
玉葱がしんなりしてきたら白ワインを加え、アルコールをとばす。５．
トマト水煮・ブイヨンを加えて塩をふり、味を調える。沸騰させてか
らスパゲッティ・２のエビ・パプリカを加え蓋をして約 10 分煮込む。６．
水分がなくなったら蓋を外してさやいんげんを加え、強火にし、底面
に軽く焼き色をつける。

〈材 料（6×6×18cm ２ 台 分）〉小 麦 粉
…75g、ベーキングパウダー…3g、卵…
２個、卵黄…1 個、牛乳…50ml、オリー
ブ油…16ml、玉葱
（薄切り）
…大 1 個、ベー
コン（短冊切り）…80g、小松菜（ほうれ
ん草、ブロッコリー等でも可）…1/2 パッ
ク、
ブラックオリーブ（半割り）…75g、シュ
レッドチーズ…115g、サラダ油…適量
〈準備〉フライパンにサラダ油を入れて熱し、玉葱・ベーコンを 20
分程炒めたら取り出して冷ます。小松菜は塩茹でし、氷水に落とし
冷ましてから、しっかり水分を絞る。型にクッキングペーパーを敷い
ておく。
１．小麦粉とベーキングパウダーを合わせてふるう。２．卵を溶き
ほぐし、１に加えさっくりと混ぜ合わせる。３．牛乳・オリーブ油を
加え混ぜ、ある程度混ざったら他の具材を全て加え混ぜ、型に流し
込む。４．170 度のオーブンで 30 分焼く。５．中まで火が通り、
程よい焼き色がついたら取り出し、型に入れたまま室温で粗熱を取
り冷蔵庫で冷やす。1cm 厚に切り、盛り付ける。

「子どもたちが元気を無くしてしまった。彼
らに元気を与えて欲しい」という言葉でした。

した。最初は緊張した様子の子どもたちで
したが、ボランティアがとても頑張ってくれ

そこで 2011 年 8 月から毎週末 “ボランティ

たお陰で、徐々に皆打ち解け、最後には子

アバスツアー” を催行。気仙沼市や南三陸

どもたちから「（気仙沼で自分たちが行う）

町へ出向き、炊き出しや清掃活動の他、ク

クリスマスパーティーに来て！」と招待され

リスマスパーティー開催など子どもたちとの

ていました。とても嬉しい光景でした。

交流会を行いました。2012 年 3 月まで延べ

Q. 復興支援について、桝田さんの考えや今

33 週、約 1,800 名が活動しました。

後の活動計画を教えて下さい。

Q. 大阪で仕事をしながら毎週末東北へ。し

―これまでの活動で感じたことは『継続は

んどいこともあったのでは？

力なり』、そして『皆で力を合わせると、一

―それはもちろん。めちゃめちゃしんどかっ

人ではできないことも実現できる』というこ

たです。でも、ボランティア参加者の「一

と。今後の活動ですが “お互い支え合う” こ

緒に行けてよかった」という言葉が支えで、

とが重要だと考えます。一方的に与えるば

続けることが出来ました。

かりの支援ではなく、自立を促進できるよう

Q.11 月 23 〜 25 日の 3 日間の大阪招待イ

な活動を行っていきたいと考えています。

ベントはどういった経緯で？

千里で

▼女川原発避難所
で の 炊き出しの 様
子（2011 年）

「各々ができる範囲内での支援を」と桝田
さん。支援活動の一つとして
「絆ロール」
というロールケーキを、桝田さんの経
営するお店「ソルビバ＆但馬屋 千里
中央店」で販売中。売上げの一部が
支 援 金となりま す。詳 細 は 店 舗 迄
（06-6831-1028）。●団体の活動情報は

春日神社（春日）

千里にも初詣ができる神社が

初詣
しよう！

服部緑地に隣接す
る竹林にひっそりと
建つ。まるで奥の院
のようなたたずまい
に 気 持ちも穏 や か
に。立派な狛犬も迎
えてくれる。
「家族安
泰」
「交通安全」。

意外と多い！普段は目立たない
けどぜひ一度足を運んでほしい
魅力ある神社をご紹介。
現在神職不在
だが、お手水も
ある立 派 な 神
社。背後の鎮守
の森に神々しさ
を感じる。

お散歩がてらいかが？

GreenHospital●

吹田市春日3-343
（東急ドエルアルス
緑地公園そば）

黒豆のパウンドケーキ

参詣道にコウヤボウキが
咲いていた。千里では非常に
めずらしくなった花。

文 佐井寺小学校

古江稲荷（古江台）

●薬局

吹田市古江台2-11
（はぎのき公園内）

ʻニュータウンʼ内唯一と言われる神社。明治の初
め頃、大阪の町から移住して来た人たちが建立
した。貴重な里山の自然が残されている。
【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

古江台幼稚園 文
はぎのき公園
（池）

●近隣センター

【提携店変更情報】
［提携終了］…江坂ゴルフセンター様（吹田市芳野町13-90 TEL：06-6385-1551）
「これまでのご利用ありがとうございます」

（川）

愛宕さんは火防の神様。春
は桜、秋は紅葉で美しい。生
駒山地が眺望でき、
ここから
の初日の出はまさに絶景。

●ＡＳＡ北千里

【監修】丸山武（フランスの有名三ツ星レストランにて修業後、大手調理師専門学校で
講師を 10 年間務める。
）

●王将

畑
●東急
ドエルアルス
緑地公園

愛宕神社（佐井寺）

〈材料 (6×6×18cm ２台分）〉バター（無塩）
… 180g、グラニュー糖… 180g、卵…２個、
卵黄…１個分、小麦粉… 220g、ベーキング
パウダー…3g、黒豆（甘く煮たもの）…200g
１．バターを室温で戻して柔らかくし、グラニュー糖を加えビーター
でよくすり混ぜる。２．卵と卵黄を合わせ、３〜４回に分け少しず
つ１に加え、しっかりと混ぜ合わせる。３．小麦粉とベーキングパ
ウダーを合わせふるったものを２に加え、ゴムベらでさっくりと混ぜ
る。途中、黒豆を加え混ぜる。４．クッキングペーパーを敷いた型
に詰め込み、160 度のオーブンで約 50 分焼く。焼ければ型に入れ
たまま網の上に取り出し、粗熱をとる。

代表
桝田佳明さん

http://ameblo.jp/volunteerbus/

新御堂

〈材料（４人分）〉スパゲッティ（1.4mm）
… 200g、玉葱（みじん切り）… 1 個、鶏
ムネ肉（1cm 角）…1/2 枚分、パプリカ赤・
黄…各 1/4 個、さやいんげん… 30g、エ
ビ…400g、白ワイン…50ml、
トマト水煮（こ
したもの）…150g、ブイヨン…500ml、塩・
オリーブ油…各適量

ケック・サレ

11 月 23 〜 25 日

東日本大震災で被災した子どもたちを応援するボランティア団体「子ども応援プロジェクト」（NPO 法人申請
中）。千里中央で飲食店を営む桝田佳明さん（33）が代表を務めています。大阪で生活をしながら、被災地
の復興を願い、活動を続ける桝田さんにお話を聞きました。

◆陶芸教室（大人向け）

エスカベッシュ（小魚の南蛮漬け風）
〈材料（４人分）〉わかさぎ（小魚 ※頭、
内臓付）…200g、小麦粉…適量、玉葱（ス
ライス）…大 1.5 個、日本酒… 50ml、砂
糖…大さじ1、酢…200ml、ローリエ…２
枚、鷹の爪（※種は取る）…１本、セル
フィーユ又はベビーリーフ
（彩り用）
…適量、
塩・サラダ油・オリーブ油…各適量

「子どもたちに元気と笑顔を届けたい！」気仙沼の小学生を大阪に招待

文
古江台小

ASA千里桃山台 06-6871-3715
ASA千里山 06-6337-5555

歩道橋

●たんぽぽ
伊射奈岐神社●
保育園
● ●佐井の清水跡
古井戸
吹田市佐井寺2-24

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。

