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千里みらい夢学園合同

ウォークラリー

第 117 回千里アサコムコンサート

竹見台と桃山台地域で１月27日、竹見台
ウォークラリーが開催された。
今回初開催の本イベントはPTAが中心と
なり企画され、学校や学年を越えて子ども
から大人まで交流を深めることが目的。
グラウンドに集まった約130名の子ども

涼花さんは「（相原君と歩いて）自分のお兄
だった。

ピアノ

北村 晶子

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）

おお、春よ／私を泣かせてください／ゆりかごのうた／「蝶々夫人」より
〜ある晴れた日に〜／「アイーダ」より〜勝ちて帰れ〜／ピアノソロ「マ
ノンレスコー間奏曲」ほか（※変更の場合有り）

2013 年 3 月 29 日（金）（20:00 終了予定）
19:00 開演

千里朝日阪急ビル 1 階エントランスホール

○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

( かいづおおさきのさくらとこほくのはるまんゆう )

名城彦根城内の見事な桜

びわ湖を一望！海津大崎の桜

９７０２

４月16 日（火）

■出発場所・集合時間

８時００分集合
８時１５分集合
８時３０分集合

７,４８０円

6345-1613

予約 06-

※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。

●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

「万博おゆば」チケット販売終了

これまでのご利用誠に
ありがとうございます。

編

※お手持ちのチケットの有効期限には十分ご注意ください。

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

記

東大阪の一部）から
「稲田桃」の苗が持ち込まれ

れたようです。掛茶屋や、酒、食べ物を出す店、三

たのがはじまりです。

おかちん編集長

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

すが、大正15年には桜を全園に植えるなど、少し

まず垂水村（豊津駅そば）の山に植えられ、明治

ずつ桃以外の花にシフトしていきます。

の初め頃には今の関大前、千里山、春日、桃山台

その後も宅地開発はどんどん進行。戦後には桃

辺りに広がりました。
（右地図）

見の習慣が無くなっていました。

桃にピッタリ！千里の土地

幻の地名「桃園町」

では、なぜ桃が千里に植えられたのでしょうか。

千里の桃が最後（昭和中頃）まで栽培されたの

千里丘陵の山は乾いた砂や小石が多く、赤松や

は、千里山竹園、春日辺り
（下新田）のようです。

ツツジがところどころ生える程度でした。
しかも、
水の便が悪く水田には不向きです。

「千里山 70 年のあゆみ」
より

そこで、農作物として桃（と竹）が植えられたので
す。また、桃は輸送中に傷付きやすいので、消費
地である大阪の町に近いのもメリットでした。
（国立国会図書館所蔵『大阪の北郊と北大阪電』
より）

河田山（こうたやま＝今の千里山駅西側）の桃見

味線を弾く女性も出て大変賑やかでした。
これが

千里の桃大ピンチ！

に変える農家が増えました。さらに、大正10年か

千里の桃のお話いかがでしたか？ニュータウンにも
こんな歴史があったんですね。取材するたび色んな
発見があり楽しかったです。
「実は、春日に桃の木が
数本残る」
という話も‥千里ってオモシロイ！

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。

らはじまった千里山の宅地開発も影響し、千里の
桃は衰退します。
千里山の開発とともに開園した遊園地「千里山花
壇」
（後の千里山遊園。今の関大前駅東側）も、当
初は桃花（秋は菊花）をメインにしていたようで

鶏ガラ豚骨のスープは秘伝の元ダレが決め手！

食 吹田の人気ラーメン店！
大阪にある老舗そば店「瓢亭」
で勤めた経験
もある店主が作る渾身の豚骨らーめんが味
わえる。
うまさの決め手は、豚骨、鶏ガラの
スープに加える香り高い秘伝の元ダレ。
コク
とあっさりを両立した味わいのスープに、
もっ
ちりとした食感のちぢれた多加水細麺が絡
み、全体のハーモニーも抜群です。
◎うまいのに安い！豊富なメニュー
・ざるラーメン
（500円） ・田舎ラーメン
（650円）など
吹田市片山町1-3-5-1F（JR吹田駅北口１分）

麺屋 とうすけ

柊助

毎週月曜日定休
11：00-15：30/17：30-1：00

06-6380-3711

産業道路
JR吹田

メロード吹田ビル

の遊園」がありますが、かつてこの辺りに「桃園
町」
という通称地名があった名残りです。

伝統果物に‥

「一目千本」
といわれた吹田の桃見です。

ほぼ壊滅。虫に弱い桃をあきらめ、
タケノコ栽培

「一目千本」
と呼ばれた桃林（垂水）

千里山駅と春日を結ぶ急カーブの坂道に「ももぞ

新提携店のご紹介！

現在、各地で伝統野菜の復
活が盛んです。東大阪では
「稲田桃再生プロジェクト」
が取り組まれています。
吹田でも
「千里の桃」を再生

させれば、
「吹田くわい」
とともに名物として愛さ
れる日がやって来るかも知れません。
●参考● 文献：
『千里山会誌』，
『千里山70年のあゆみ』，
『大阪の北郊と北大阪電』，
『佐井寺村村誌』，新京阪電鉄線路案内/WEB：平成社会の探索，稲田観音観音禅寺/
ひと：奥居武さん，のらねこ商会店主さん，奥田陽一さん（千里山会），和田昌允さん
（千里山会誌より：1998年御逝去。京大卒後、京阪電鉄入社、大戦中阪急電鉄に。後
半生を自遊人・郷土史家として千里山人と号し、千里山の貴重な郷土史を残された）

店長の人柄がまろやかカレーを生む！

新提携店のご紹介！

食 欧風カレーの名店！
吹田にカレーの隠れ家的名店あり！
独自のスパイスを利かせたカラダにやさしい
欧風カレーは、辛いインドカレーが苦手な方
やお子さまにもオススメです。
◎カラダに優しいカレーメニュー（Ｓ・Ｍサイズの値段）

大人気！
「豚骨ラーメン」
（550 円）

特典内容
◆千里朝日倶楽部会員様限定◆

ラーメン大盛り
（100円分）

いつでもサービス！

※お連れ様もサービス※他サービス併用不可

・カツカレー（750円）
・チキンカツカレー（750円）
・すじこんカレー（750円） ・野菜カレー（750円）など

コトブキ名物「カツカレー」
（750 円）

◎豊富なトッピングメニュー

特典内容

・温泉たまご・チーズ・コロッケ・グラコロ・ソーセージ など

◆千里朝日倶楽部会員様限定◆

吹田市寿町2-4-10（内環状線吹田内本町３丁目交差点そば）

コトブキカレー
毎週日曜日定休 11：30-15：00/18：00-22：00
（電話なし）

内環状線R479

吹田内本町
３丁目
中の島
公園

神崎川

【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

後

花見客が押し寄せました。桃林の美しさもさるこ
とながら、坂道が緩やかで歩きやすい地形も好ま

裁判所

当社で販売しておりました「万博おゆば」チケットは、３月31日をもちまして取扱い
を終了いたします。今後は『ゴーガイチケット（毎月１日折込）』
（お1人500円。１枚で３
人まで利用可）
をご利用ください。3月1日、4月1日に折込み予定です。

集

花見でも有名になります。春には大阪から大勢の

千里の桃は、江戸末期に河内の国稲田村（今の

「たねやグループ」彦根美濠の舎

電話受付９時30分〜17時30分（土日祝除く）

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）

「一目千本」吹田の桃見

しかし大正初め、害虫の大発生により千里の桃は

◆びわ湖の桜
琵琶湖特有の湖岸に溢れんばかりの桜並木や名城彦根城を見
上げる城内の桜は、日本の春を代表するお花見ポイント。湖
上を渡る春風に、ほんのり甘い香が漂います。チェリーロー
ドは奥琵琶湖パークウェーから海津大崎へと続きます。

ホテルで
昼食は コース！
洋食
の
鶏
地

「新京阪電鉄線路案内」
より

な桃林だったことに由来しています。

◆彦根美濠の舎
（ひこねみほりのや）
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。

■代金（日帰り・昼食付）※おひとり様

■期日

気になる「桃」地名のワケ

※画像はすべてイメージです

〜びわ湖岸に桜の並木・湖北に春がやってきた〜
写真：(社)びわこビジターズビューロー提供

南千里駅前
千里阪急ホテル
北千里駅前

コース番号

日帰りバス
添乗員付

スポ

※「0843.co.jp」
より受信可能
に設定してからご登録を。

稲田観音に現存する稲田桃

花見
ット！

事前申込み不要
観覧無料

※注意事項※ 椅子180 席は先着順。席を離れる際お荷物は必ずお持ち下さい。紛失・盗難等のトラブルの責
任は負いかねますのであらかじめご了承下さい。

× 千里朝日倶楽部合同企画 ご愛読者謝恩バスツアー

桃の付く地名は桃山台だけじゃない？その昔、千里は桃の名産地でし
た。
しかも
「一目千本」の桃を求め、大阪から花見客がやって来る一大
観光地だったんです。桃の節句にちなみ千里の桃をひも解きます。

でも
「桃山台」はなぜ？それは、かつて千里が広大

【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
クを回収しています。吹田市善意銀行を通じ、ワクチンや車いすに変わりま
す。皆様のご協力をお願い申し上げます。

（ 左 ）はじ め て 出 会う仲 間 が
ゲームを通じて協力し合うこと
で、自然にみんな仲良くなれま
した。

からアクセス！

千里に竹が多いから竹見台、それはわかります。 「小ぶりだけど甘い」
と評判になった千里の桃は、

桐朋学園大学音楽学部ピアノ専攻卒業。リサイタルや
オーケストラで活躍の他、「建国記念日を祝う会」で
首相の前で独奏。浜離宮朝日ホールや京都コンサート
ホール主催のオペラの音楽監督も務め、日本では数少
ない本格的コレペティトゥールとして多くの声楽家を指
導。日本演奏連盟会員。

目

さんよりも優しくてうれしかった」
とご機嫌

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。

下新田から垂水にかけて広がっていた

うに気を付けた」
と話し、桃小１年の染井

福田 祥子

曲

ポイントでは︑お兄さんお姉さんに頼って問題を解きます︒

「小さな子がはぐれたり事故に合わないよ

３月の教室100円引クーポンも付いてくる

佐井寺村と片山村が
合併し﹁千里村﹂
に

ソプラノ

イベント後、竹中２年の相原志郎君は

※最新の提携店リストは「千里朝日倶楽部」
ウェブに掲載。

３月号

︵

大阪芸術大学大学院声楽専攻修了。ジャンフランコ・パ
スティネ氏に師事。国内外の数々のオペラやリサイタル
で活躍。デビューアルバム「イタリア・オペラアリア集」
は、音楽現代で『日本にも真に世界にも通用する本
格的なオペラ歌手誕生か』と絶賛を受ける。ワーグ
ナー、
ヴェルディ生誕 200 年の今年は、東京で、タン
ホイザー、ドン・カルロ、トリスタンとイゾルデを歌う
予定。

じめての顔に不安そう…。

を楽しむうち、
自然に仲良くなれたよう。

2013年

■ケータイで

右の QR コード

〜千里に響く、春を彩る歌声〜

チームを組んだ。みんな、年の差があるは

クポイントでクイズに答えたり、
くつ飛ばし

千里朝日倶楽部

春を呼ぶ
ソプラノ・コンサート

たちは、クジ引きで決められた5〜6名で

でもお父さん、お母さん方が待つチェッ

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/

千里山駅の南に﹁大桃林﹂と記されている

ドキドキ﹂
﹁誰と歩くのかなあ？ …

竹見台中×桃山台小×千里たけみ小

中、桃山台小、千里たけみ小３校合同の

めぐる
じっくり

「 新しいサービスと地域への貢献 」No155/2013.2.24 ○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

︵

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

150円のトッピングメニューを
▼

100円で提供！
※お連れ様もサービス※他サービス併用不可

●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：３/９（土）18時

◆お申し込みはこちらへ

当選発表３/15（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）。

アロマテラピー教室

筆文字教室 ～ひらがな編～

大人のいきいき算数教室

手づくり♪アロマコスメ体験

字源から学ぶ、美しいひらがなのコツ

考える力で頭の運動不足を解消！

春は可憐な花の香りでゆっくりリラックス♪良
い香りでお肌にも優しいアロマコスメを作りま
す。お手軽ハンドスパ体験も。お肌を潤す精油
の知識も身に付く、春のオススメ講座です。

文章中におけるひらがなの割合は一般的に６〜
７割を占めます。美しいひらがなこそ、文章を美
しく見せる秘訣！字源を学んで、美しい書き方をマ
スターしましょう。※筆ペンを使ったレッスンです。

３月23日
（土）
定

４月19日
（金）

１４：３０〜１６：００
員/

16名

講師

吉田 節子

『ビタミンアロマ』主宰。薬剤師。
（社）アロマ環境協会
認定アロマセラピスト。アロマに関する著書も持つ。

焼肉
但馬屋

※下記受講料は材料費等込

N

上新田
バス停

新御堂筋

デイリー
カナート

ココ
２階

TSUTAYA

桃山台駅

バス停

竹見台
マーケット
至南千里

ASA上新田店の２階です
（豊中市上新田3-10-21）

◆リフレッシュ！ヨガ

３月８・15・22日（金）14：00〜15：30

◆美味しい紅茶教室

３月10日
（日）13：30〜15：00

受講料：1,000円（会員外1,200円）

ハーブでオリジナルブレンド
ティーを美味しく淹れる。

◆自信！話し方教室

３月16日
（土）13：30〜15：30
受講料：500円（会員外700円）
有名アナがスピーチ法をワン
ポイントアドバイス！

！

講師

荒川 紅成

子どもの頃から書道に親しみ、現在は吹田市春日に
教室を持つ。講師歴18年。日本書学館教授資格。

●ペア５組（10名様）に！

ボストン美術館
日本美術の至宝

４月２日（火）〜６月16日（日）

開催日：

場 所：大阪市立美術館
（天王寺区茶臼山町1-82）

修復を終え世界初公開となる曽我蕭白の最高
傑作「雲龍図」ほか、日本美術コレクションの
名品70点を厳選して紹介！
〒住所、氏名、年齢、電話、賞品名、
「新聞でよく読む
面（例：社説）」を明記し以下へ。３月４日（月）必着。
当選発表は発送（３月中頃予定）をもって代えます。

×
÷

＝

品を作ります）

受講料：1,500円（会員外2,000円）

ココロもカラダもリフレッシュ
できる。３回連続講座。

ー

＋

講師

チケットプレゼント

至千里中央

不二家
レストラン

追加募集先着順当選

？

受講料/

特別展

教室開催場所

３月26日
（火）

１０：００〜１２：００

500円（会員外700円）
材 料 費 / 100円（最後に簡単な作

500円（会員外700円）
材 料 費 / 1,000円
受講料/

冬の学校行事といえばマラソン大会。千里の小学校でもたくさん開催されました。そのうち藤白台小学校、古江台小学校の様子
を取材。寒さを吹き飛ばす、子どもたちの元気な姿が見られました。

1/29 藤白台小学校

「算数なんて久しぶり！」
「あっ、そうか！」がアタマに
良い刺激を与えます。楽しみながら問題を解いて
知的いきいき生活を実現。カンタン問題からちょっ
ぴり難問チャレンジまで。
どうぞお気軽にご参加を。

定
員 / 20名
持 ち 物 / 筆ペン（※毛筆タイプ）、
はさみ、両面テープ

持 ち 物 / 筆記用具

マラソン大会続々！ 千里ニュータウンの小学校にて

!!

覚野えいびん

定

たのは渋谷知子さん。２位は昨年３位から順位
アップの藤澤実李さん。
「最後（１位）いけると思っ
たんやけどなぁ」
「危なかったわぁ」
と２人は息を
上げながら、笑顔でお互いの健闘を讃えあってい

12名(大人のみ対象）

ました。一方で、６年男子のレースは米花遼人くん

持 ち 物 / 筆記用具
受講料/

が２位に大きな差をつけて１位に。
「冬休み中、学

500円（会員外700円）

塾経営。
「衰えない思考力」を人生のキーワ
ードに学習教室やイベントを開催。

●ペア10組（20名様）に！

なり気合いが入っているんですよ」
と先生。６年女子のレースでは、
ゴール前、２名の児童が１位を争うデッ
ドヒートで大盛り上がり！３年連続で１位になっ

１４：００〜１５：３０
員/

5,6年生のレースを取材。校庭＋学校の周り2.1kmを走ります。
「６年生にとっては小学校最後のイベント。か

▲僅差でのゴール。見応えのあるレースを展
開してくれた６年生渋谷さんと藤澤さん。

校の周りを２周走って練習してた。めっちゃ嬉し
い！」
と話してくれました。

キッザニア甲子園

千里中央公園で各学年毎に走ります。応援に駆

朝日新聞スペシャルナイト

「孫は２年生の時ビリで、３年生の時は風邪で

３月６日（水）16：30〜21：00

開催日：

場 所：キッザニア甲子園
（ららぽーと甲子園）

「キッザニア甲子園朝日新聞スペシャルナイ
ト」へご招待します！親子で思い出づくり！
※２人ペア限定
（３人以上の組は参加不可）
のイベントです

〒住所、氏名、年齢、電話、賞品名、
「子どもとよく行く
飲食店」を明記し以下へ。２月28日（木）必着。当選
発表は発送（３月４日頃予定）をもって代えます。

応募のあて先：
【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

1/30 古江台小学校

け付けた、４年生大能千裕さんのお祖母さんは
お休み、今年は気合いを入れて臨んでいるので
すが、昨晩はあまり眠れなかったようで…」
と心
配気に見守ります。一昨年よりも順位を上げるこ
とができた千裕さんは「去年は参加できなかっ
たから、今年は走れただけで嬉しかった」
と話し
てくれました。全員が無事完走できたことに、児
童らも先生方も大変喜んでいました。

▲１年生は 1.3km を元気に走り抜きました。ゴー
ル後には「こけたけど楽しかった」「もっかい走り
たい！」という強者も！

●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する場合があります。●アンケート内容は当紙に掲載させていただく場合があります。

九中校区から発信！音楽あふれるまちづくり

Tag Ⅳ Music a live in コラボ 〜九中校区４公民分館音楽祭〜 2/3（日）
豊中市立第九中学校の校区―新田、西丘、南丘、新田南の４つの公民分館がタッグを組

んで立ち上げた音楽祭 “Tag Ⅳ Music a live” の第1 回目が千里中央・コラボにて開催された。
沖縄の伝統舞踊を踊る『新田南小エイサー隊』や、
女性コーラスグループ『ラ・ラルーコー
ラス』
、社会人ビッグバンド『アクアジャズオーケストラ』など地元に拠点を置く団体を中心
に 7 組が出演。初開催ということで、ゴスペルグループ『クワイア』などは、実行委員長の
神谷さんがインターネットで探し、直接ライブに出向いて出演オファーしたそうだ。来場者
は手拍子をしたり、一緒に口ずさんだりして盛り上がっていた。足でリズムをとりながら聞
き入っていた男性は「楽しい時間を過ごさせてもらった」と笑顔で話した。
神谷さんは「ただ聞くだけではなく、例えば掛け合いなどを通じてお客さんも参加できる
イベントを目指しています。これからも定期的に、様々な場所で開催していきたい」と九中
校区からの “音楽あふれるまちづくり” に向けて意欲を語った。

用意された 150 席はあっという間に
満席！延べ約 400 名の来場者があっ
た。写真は上：リコーダーアンサン
ブル『ココペリ』と、右：九中や十
五中の校長先生たちで結成された
ロックバンド『九中ストロベリー』。

北摂はぴすま 2013 は、北摂の美味しいもの・有名店
素敵サロンが一堂に会するビッグイベント。気になって
いたスイーツやカフェ、一度行ってみたかったお店や素
敵なサロン、今まで知らなかったお店など、北摂まるご
と体験が出来るスペシャルイベントです。お友だちやご
家族で、お誘い合わせの上ぜひご参加下さい。
先着 100 名様にはヒロコーヒーのドリップオンパック
プレゼント。その他ビストロ疋田限定ランチボックス、
ナチュラルフードのスムージー、カラー診断やアロマ、
メイクやスタイリストによるヘアアレンジ、セラピー、
アーティシャルフラワーなど約 50 店舗が集まります。
北摂ファイン はぴすま事務局
http://hokuse2ﬁne.com
090-1223-3344 武田

【提携内容変更】
「朝日カルチャーセンター」がサービスを拡充！入会金が50%割引きになりました！
【提携終了】
「ゆうえる千里」
（津雲台）
さんとの提携を２月２日をもって終了いたしました。
これまでのご利用ありがとうございます。

会員相互の助け合い

♪♪
こんな方をサポートしてください

●お話相手がほしい
（平成 23 年度吹田市市民公益活動促進補助金事業）

●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
ちょっとしたお困りごとをサポートする有償ボラ
ンティアサービス。会員登録した「えぷろんメイ

●入退院時のお手伝い
●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。

♪

ぜひお気軽に
お電話くださいね

えぷろんメイト説明会
と

き：

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

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

