●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：２/９（土）18時

◆お申し込みはこちらへ

当選発表２/15（金）※
※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（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）。

充実の３回連続講座！

リフレッシュ！ヨガ

美味しい紅茶教室

ココロもカラダもリフレッシュ！

ハーブを使ったブレンドティーを楽しみましょう

リフレッシュヨガは無理な姿勢のない自然体のヨ
ガ。３回連続講座で、家庭でも実践できるヨガを
じっくりと学べます。さあ、ココロもカラダもリフ
レッシュ！初心者の方もぜひどうぞ。

３月10日
（日）

中村 真紀子

講師

ジャズダンス・エアロビクス・ピラティス等の
指導を経て、
ヨガ指導者として活躍中。

教室開催場所

追加募集先着順当選

至千里中央

受講料※材料費込
900円（会員外1,100円）

新御堂筋

TSUTAYA

定

員/

桃山台駅

バス停

受講料※材料費込
1,300円（会員外1,500円）
家庭でコーヒーを美味しく淹
ASA上新田店の２階です
れるならプロに習うのが一番。
（豊中市上新田3-10-21）
大黒ケーキとともに試飲タイ
ムも楽しめます。

ソプラノ

おにぎりが出来上がると、まずは『交流会』で２年生にプレゼントをし、そ

受講料/

講師

面の笑み。
「お米も梅干しも、作り始めたのはまだ暑い頃だったねぇ」
と声を

朝日放送ラジオ『ＡＢＣ土曜リクエスト』
『ウ
シミツリクエストＡＢＣ』のＤＪなどを担当。

白波瀬 勲

福田 祥子

北村 晶子

かけると
「そうやなぁ…」
「やっと食べれたわ〜」
と児童らもそれぞれに感じる
ものがあるようだった。
約半年間の取材、先生や児童らともすっかり顔馴染みになり、おにぎり
の完成は我々にとっても感慨深いものがある。おすそわけしてもらったおに
ぎりは、優しいお米の香りと、児童らの温かい気持ちの味がした。

半年間の振り返り
〈6 月〉 梅の収穫 ・ 塩漬け

〈8 月〉 土用干し

〈7 月〉 もみしそ

詳細は次号にて。乞うご期待！

〈12 月〉 おにぎり完成！

○主催：朝日新聞社、朝日新聞千里販売（株）○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
北町

東町

ASAに千里たけみ小学校のみんなからお便りが届きました。

西町

総収穫量は 88 ㎏！そのうち傷のない
もの 26kg が梅干し作りへ。

〈9 月〉 田んぼのネット張り

南町

青山

藤白

古江

高野

サブ

桃山

竹見

津雲

佐竹

めぐ

れから自分たちの教室に戻って給食と一緒に食べる。
「おいしい〜！」
と皆満

500円（会員外700円）

千里朝日阪急ビル 1 階エントランスホール
事前申込み不要・観覧無料

ピアノ

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）

ケ所

近隣センター

とがある」
という児童も多く、皆とても上手だ。

持 ち 物 / 筆記用具

19:00 開演／20:00 終了予定

２月12日
（火）10：00〜12：00

千里ニュータウン

に梅干しを入れて、
ラップを使って三角おにぎりを作っていく。
「家で作ったこ

16名

2013 年 3 月 29 日（金）

◆コーヒー教室

竹見台
マーケット
至南千里

い香りが漂っている。児童らは「あっつ〜！」
とごはんと格闘しながら、真ん中

１３：３０〜１５：３０

〜千里に響く、春を彩る歌声〜

流行りの羊毛フェルトで、小さ
くてかわいいアニマルづくり。
作り方を覚えてれば自宅でも
作れます。

デイリー
カナート

ココ
２階

千里中央で紅茶教室“MoteaRoom(モッティールー
ム)”開講。日本紅茶協会認定ティーアドバイザー。

この日炊いたお米の量はなんと60合！ 家庭科室中に炊き立てごはんの良

春を呼ぶ ソプラノ・コンサート

２月７日
（木）10：00〜12：00

上新田
バス停

焼肉
但馬屋

原田 陽子

昨年６月、梅の収穫から始まった桃小５年生による“梅干作り”もこの日で
締めくくり。児童らが育てたお米と手作り梅干しで、おにぎりを作る。

第 117 回千里アサコムコンサート

◆羊毛フェルト

N

不二家
レストラン

３月16日
（土）

１３：３０〜１５：００

500円（会員外700円）
材 料 費 / 500円
講師

2012 年 12 月 7 日 吹田市立桃山台小学校

プロアナウンサーが教える必須話法！

受講料/

※３回分の受講料（途中欠席返金不可）

う!! “地産地消” を味わう『おにぎり交流会』
梅干しを作ろ〈最終回〉

プロの有名アナウンサーが、豊かな人間関係を築
く話し方や表情づくり、好感度アップの電話対応、
緊張を抑えるスピーチ法などをワンポイントアド
バイス！先生の声を聴くだけでウットリ！

定
員 / 20名
（お持ちの方は）
持 ち 物 / エプロン、
マイティーカップ

定
員 / 12名
持 ち 物 / タオル・バスタオル・飲
料水
受 講 料 / 1,500円（会員外2,000円）

半年間の集大成

みるみる自信！話し方教室

淹れ方によって味わいが変わる紅茶。ハーブを
使ったオリジナルブレンドティーを美味しく淹
れる体験をして頂きます。最後はお菓子とともに
ティータイム♪茶葉のお土産付きです。

３月８日・15日・22日
（金） １４：００〜１５：３０

桃小名物

学校で摘んだしそで梅を着色。保
護者の方々も一緒に行いました。

夏休みに 7 名の児童が参加した土用
干し。暑い日でしたが頑張りました！

〈11 月〉 脱穀

〈10 月〉 稲刈り

千里ニュータウンに13ケ所ある近隣センター。
古の風情漂うセンターの「オモシロ」
を訪ねる旅!

竹見台

全てが手作りのおにぎりが完成！包
んだラップには児童らそれぞれの名
前が。こだわりと愛情の詰まったお
にぎりとなりました。

近隣地域に新聞をお配りしています！

ASA千里桃山台
竹見台3-6-16 /お問い合せ 06-6871-3715

ばるんですか？

く
まいあさなんじに

いろんな種類の新聞が

あるんだよ。

青々と茂った田んぼ。カラス対策とし
て、皆で協力してネットを張ります。

黄金色の稲が実った秋。鎌を使っ
て収穫です。

昔の農具を使って脱穀。写真は
100 年ほど前の「唐箕」。

昨年10月と11月の２回、千里たけみ小２
年生の児童が、生活科の授業の取組みで、

♪♪

会員相互の助け合い

ASA千里桃山台に見学に来ました。そして今

こんな方をサポートしてください

回、なんとお店にお礼のお便りが届きました。

●お話相手がほしい

「まちたんけんにいってはなしをきいてお
おしろかった（はたしんのすけ君）」
「じしんの
時も、雨でも雪でも朝はやくくばっているなん
てびっくりしました（くつぬぎななさん）」など、

何度もお便りを読みかえして、
「ありがとう」
と
目を真っ赤にさせていました。

●安全のため見守ってほしい

「えぷろん」
とは、千里ニュータウンとその周辺

●お出かけの付添いがいない

地域にお住まいの方が対象の、日常生活の

うれしい感想がたくさん書かれていました。
マネージャーのはしもとおじさんは、何度も

（平成 23 年度吹田市市民公益活動促進補助金事業）

おじさん

はしもと

。

でした
は大人気

おだ先

生もこ

ちょっとしたお困りごとをサポートする有償ボラ
うやっ

てくば

ンティアサービス。会員登録した「えぷろんメイ

ってた

？

●引越しの準備に困ってる

ト」
さんがサービスを提供します。※性別・資格不問
介護保険等のヘルパーさんでは制度上できないサービスを提供します。

「たけみ小のみんな、いつでもあそびにおいでね。」はしもとより

【提携店変更情報】
（施設名変更）
（旧名称）
スマイルホテル大阪南千里→（新名称）
クリスタルホテル南千里 ◎ご優待内容◎ 宿泊基本料金の20%OFF・レストランご飲食代の10%OFF（ただし朝食タイムを
除く）※電話番号・住所に変更はありません。

●入退院時のお手伝い

【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

♪

ぜひお気軽に
お電話くださいね

えぷろんメイト説明会

あな
た
誰か の時間
を
のた
めに
そん
…
な思
カタ
いを
チに
しま
す

と き：２月 27 日（水）午後２時〜
ところ：北千里公民館
吹田市古江台4丁目2番 D7
参加費：無料
ご予約：ＮＰＯライフサポートりぼん

（06）6816-8071

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。

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

ムーンジュニア ʻお月様ʼからやって来た
文武両道を目指す球児たち

豊中市上新田地区で活動するムー

展示されたことから、地域に「月の子こ

ンジュニア（山口正之代表）。小学２〜

ども会」ができた。それが母体で少年
もたちの発案で現チーム名に改称。

６年生の監督を務める岡部真人監

ムーンジュニア誕生も、アポロ計画の
偉大な業績の１つである。

というアナタにぴったりのエコな暖房グッズを、ヤマダ電機
LABI千里セールスアドバイザー藤原さんがご案内！

卒団生には、元阪神で現日本ハムの

参考価格は1月10日時点。当紙発行時は変動の可能性あり。

つけてくれるからうれしい」
と話した。

業で成果を上げる卒団生も多い。

日中国交正常化 40 周年

中国
王朝の至宝

子ども見守りのための軽自動車

（最善）から生まれ、
「女性にとって

や電動自転車、DV防止啓発カー

栄 華 を 極 め た の は 、誰 だ！

ドや冊子・ポスターなどの寄贈、

2013.2.2［土］〜4.7［日］神戸市立博物館

最善のもの」
という意味です。
最初のソロプチミストは、1921

世界では、スーダン「ロシナンテ

年にアメリカで結成されました。

ス支援」など、様々な慈善活動を

以来職業をもつ女性による世界

行われてきました。

最大の奉仕団体となり、国連の諮

会長の板坂知子さん（写真）は

問機関として承認され、ＷＨＯの

「地域と世界中で、主に女性と女

公式協力機関となりました。

児の生活向上を目指し奉仕活動
を行っています。
これからも地域

さんは1996年に認証され、今年

の 方々と歩ん

で17年目を迎えられます。

でいきたいで

これまで千里地域の支援学校

す」
と話してい

や水上隣保館への寄付金活動、

ます。

10：00〜16：00
13：30〜15：00
（開場 13：00〜）

千里阪急ホテル 仙寿の間

コンサート：3,000円（茶菓子付）

記

チエちゃん記者

フシギな送風機。騒音もな
く、ケガをする恐れもありま
せん。
しかも、温・冷対応だ
から季節ごとに片付ける必
要がないのもメリット。
「エアコンなどの暖気を部
屋に循環させる補助的な役
割にもピッタリ」
です。

部屋の空気を循環させる
サーキュレーター的な使
い方もでき、 エアコンの
設定温度を下げられる！

※「0843.co.jp」
より受信可能
に設定してからご登録を。

ナノイー
セラミックヒーター

プラズマクラスター
セラミックヒーター

Panasonic 参考価格 23,800 円

SHARP 参考価格 23,800 円

「ス イ ッ チ を 入 れ
る と ス グ 暖 ま る」
「暖 め て ほ し い 方
向 を 集 中 で き る」
から無駄がない！

「暖房したいけど乾燥が苦手」
とい
う方にオススメの加湿機能付きセ
ラミックヒーター。各社独自の空気
清浄機能付きで、
「風邪やインフル

ココがエコ！

エンザ対策にもいいですよ」。

「ひなたぼっこしてい
るよう」なのは輻射熱
のおかげ。暖房範囲が
広いから「家族で１つ
の部屋に集まるなら特
にオススメ」。火傷の心
配もなく赤ちゃんから
高齢者まで最適です。
窓際に置くと暖房効
率がグンと良くな
る。 一度暖まると冷
めにくいのもエコな
ポイント！

デロンギ オイルヒーター
Delonghi 参考価格 38,800 円

ココがエコ！

番外編

「安く買う」には今がチャンス！

カセットボンベ ガスストーブ

GCP221/ Greenwood 参考価格 14,800 円

BBQ などで使うカセットボンベで
ストーブを温められる！ちょっと
残ったボンベのガスも無駄にしま
せん。 災害避難時の防寒グッズ
としても常備したい！

対策」

今日からマネできる！「我が家のエコな寒さ

読者の寒さ対策アイデア

「実践しているエコな寒さ対策は？」読者のみなさんにアンケート。
「ナルホ
ド！」
と感心するものから、思わず笑ってしまうものまで。
どうぞご参考に！

1990年、パリ国立高等音楽院卒業。

「家電は年間で１月・２月が最も安いんで
す」。理由は「メーカーが春に向けて現行
品の生産をストップし、在庫一掃セールが
できるから」だそう。
「今、暖房器具など季

節物を安く買い、来シーズンの使用に備え
る の が テクニッ
ク」
と買い物上手
のヒケツを教えて
くれました。

× 千里朝日倶楽部合同企画 ご愛読者謝恩バスツアー

〜びわ湖岸に桜の並木・湖北に春がやってきた〜

「たねやグループ」彦根美濠の舎

（新千里北町・Kさん）
首だけではなく、手首・足首にもマフラーを巻く

■期日

就寝中、貼らないカイロを毛糸で編んだ袋に入れ体に密着（津雲台・Hさん）

■代金

コタツに内掛けをし、敷物も２枚に（藤白台・Tさん）
服と服の間に毛糸のベストを着る（青山台・Kさん）
今年は、
ウェブサイトに力を入れようと思ってます。
ご近所の
色んな取り組みの紹介や、ペットや作品の掲載など、
「毎日の
おかちん編集長
ぞいてみたくなる」サイトを目指します。ぜひ、楽しみにして
いてくださいね。
（街ネタ情報お待ちしています）

【こぼれ話】昨年夏、千里青雲高校（新千里南町）硬式野球部の夏の大阪大会密着取材記事を作りました。その紙面を、高校のクラブ活動紹介のページに掲載してもらっています。ありがとうございます。今
年も取材できたらいいな、
と願っています。

昼間でも湯たんぽを抱いたり、足を暖めたり（藤白台・Yさん）
天気の良い日は陽光が当たる部屋で用事をする（藤白台・Mさん）
風邪など病気をしないように体を鍛える（新千里西町・Nさん）

コース番号

９７０２

花より団子・・の方にはお買物がお勧
め。今や和洋菓子の有名どころたねやグ
ループのお菓子の館へもご案内。

土鍋でおでんを煮込み、バスタオルに包んでコタツの中に（桃山台・Iさん）

優勝した辻井伸行さんの先生でもある。
曲目：ショパン作曲ポロネーズ、
ワルツ、
スケルッツオ 他

日帰りバス
添乗員付

( かいづおおさきのさくらとこほくのはるまんゆう )

家族で共通の趣味を作り、１つの部屋でまとまって行動（新千里南町・Iさん）

同年ショパン国際コンクールにおいて日本人として
最年少で入賞。
ヴァン・クライバーン国際コンクールで

新年を迎え、
スマホで2013年の運勢占い！干支と生まれ月を
組み合わせた占いで、私の運勢はなんと144通り中133位…。
かなり下位です。おかしいな〜おみくじでは大吉だったんだ
けど。
とにかく前向きに頑張ります！

ココがエコ！

からアクセス！

マネージャーの塚原さん

当日の収益金は、地域社会と世界の奉仕活動に役立たせていただきます。

後

羽根がないのに送風される

dyson 参考価格 57,000 円

主催：国際ソロプチミスト豊中―千里／後援：豊中市・豊中市教育委員会／協賛：豊中中央ライオンズクラブ

集

回せるので、
シーンに合わせると暖房の無駄がありません」。

ダイソン hot+cool

チケット：
【URL】www.sitoyonaka-senri.com/【FAX】06-6372-0591

編

外線はからだのしんまで暖めるからぽっかぽか。
「タテ・ヨコに

●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。
●いただいたアンケート内容は、千里朝日倶楽部に掲載させていただく場合があります。

ピアノ演奏と対話
バザー
演 奏

から離れるときなど、自動でエコモードに切り替わります。赤

〒住所、氏名、年齢、電話、
「お気に入りのお花見（桜）
スポット」を明記し、以下の
宛先まで。２月４日
（月）必着。当選発表は賞品発送（２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メール】aclub@0843.co.jp
千里朝日倶楽部「中国王朝の至宝P」係

横山幸雄

部屋から人がい
なくなると自動
的に省エネ運転
に切り替る！

流行の「人感センサー」付き赤外線電機暖房機。ちょっと部屋

（写真左上）阿育王塔［一級文物］ 北宋時代・大中祥符４年(１０１１）江蘇省・南京市博物館蔵 （写真右上）跪射俑［一級文物］ 秦時代・前３
世紀陝西省・秦始皇帝陵博物院蔵 （写真下段）金製仮面［一級文物］ 殷〜西周時代・前12〜前10世紀 四川省・成都金沙遺址博物館蔵

国際ソロプチミスト豊中―千里
チャリティーコンサート＆バザー

２月 25 日［月］

CORONA 参考価格 27,800 円

2012年の日中国交正常化40周年を記念して、中国各王朝の貴重な文物を紹介
する特別展「中国 王朝の至宝」
を開催します。中国最古の王朝といわれる夏から
宋の時代にわたる中国歴代の王朝の都・中心地域に焦点をあて、
それぞれの地域
の特質が凝縮された代表的な文物を対比しながら展示するという新たな手法に
よって、多元的でダイナミックに展開してきた中国文化の核心に迫ります。
応募方法

国際ソロプチミスト豊中―千里

赤外線電機暖房機 コアヒート

温・
１台 冷両対応
で２
役！ だから

ラテン語のSoror（姉妹）
とOptima

ココがエコ！

■ケータイで

右の QR コード

家族
温 みん
ま
るな なで
らコ
レ！

自治体へは、女性の就職支援や

ご招待券をペア５組様に！

千里朝日倶楽部 コラボ企画
×

女性の地位向上や、万人の人権の獲得などを目的として奉仕活動する
国際ソロプチミスト豊中―千里さん。２月には千里中央でチャリティー
コンサートとバザーが開かれます。

PRESENT

※必ず事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

﹇特別展﹈

［国際ソロプチミスト豊中―千里］

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。

千里
LABI

は、今日もグラウンドを駆け回る。

場 所：新田小学校
日 程：毎週土・日曜日
連絡先：090・8981・4705（山口）

自動で
知して
人を感 ード切替え！
エコモ

対 象：小学１年以上の男女
持ち物：運動しやすい服装で

エアコン担当セールス
アドバイザー藤原さん

「さあいくぞ！」。大きな夢の原石たち

女性と女児の生活向上を

ソロプチミストという言葉は、

無料体験入部大募集（見学のみ可）

今ならお財布にも

代には、剛速球を武器にセンバツ出場
を果たした。また、国立大入学など、学

ウレシイ！

西本主将は「監督は、怖いけど面白
い。やるときとやらないときの区切りを

に開催された大阪万博で「月の石」が

２月の教室100円引クーポンも付いてくる

最も寒い季節がやって来ました。シッカリ防寒対策したい

若竹竜士投手がいる。兵庫育英高校時

チーム名の由来がユニーク。1970年

※最新の提携店リストは「千里朝日倶楽部」
ウェブに掲載。

2

2013年 月号

けど、
「省エネは心がけたい」
「できれば家計も節約して‥」

も飛ぶ。
でも、休憩時間には選手たちと
一緒にまるで友達のように笑う。

千里朝日倶楽部

ヤマダ電機

督は熱血漢。練習中、厳しい声が何度

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/

ザ
ルエン
インフ も！
対策に

野球部「月の子」が結成され、後に子ど

籍する少年野球チームだ。

「 新しいサービスと地域への貢献 」No154/2012.1.27 ○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

冬将軍がやって来た！
かしこくエコな寒さ対策

６年生まで総勢37名の球児たちが在

［ウェブサイト・カラー版紙面］http://0843.co.jp/aclub/［街ネタご提供］aclub＠0843.co.jp

４月16 日（火）
７,４８０円

※おひとり様
名城彦根城内の見事な桜
(社)びわこビジターズビューロー提供

電話受付９時30分〜17時30分（土日祝除く）

予約 06-

6345-1613

※開花状況は天候により変わり十分ご覧頂けない場合も
ございますので予めご了承下さい。バスガイド無し。

（日帰り・昼食付）

■出発場所・集合時間
南千里駅前
８時００分集合
千里阪急ホテル
８時１５分集合
北千里駅前
８時３０分集合
各出発地―彦根城（城内の桜）…彦根美濠の舎―彦根・グラ
ンドデュークホテル（滋賀県産地鶏の洋食コース）―奥琵琶
湖パークウェー―海津大崎―各地帰着（18：50〜19：20頃）

●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

