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青山台小学校 給食交流会
の給食交流会が開催された。
１つの教室に、１年から６年までが平均
して一緒になるように振り分けられ、そこ
に全教職員も交じって給食を食べる。目的
は、学校全体の仲を深めることだ。
校長の坂口裕規先生は「青小はそうじも
縦割り。学年の垣根もなく、全児童約180名
給食中は自己紹介やしりとりなどで、自
然にコミュニケーションがとれるよう工夫
されている。そして給食後は「だるまさんが
大黒慶修君（６年）は「下級生はにぎや
かで面白い。学年は違うけど仲が良いし緊
張しない」
と交流会の成果を話し、澤井栄
作君（１年）は「みんなで食べて遊べるのが

る古江台小の伝統行事。１〜５年生は、6 年生に「卒業おめでとうご
分の制限時間のうちに 6 年生 10 名からサインが貰えるかどうかを楽し
むゲームです。児童会の４,５年生が代々運営をしています。
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校庭に全校児童が集合し、児童会の合図でゲームが始まると、でき
す ばらしい 桜！ウォー
キングしながら何回も
観て楽しんでいます。

す。下級生たちに笑顔で対応する 6 年生に、「6 年生だけで教室にい
るとまだまだ小さく見えますが、こうして下級生たちの前に立つと大き
10 分間あっという間にゲームは終わりましたが、児童らは「楽しかっ
たー！」と満面の笑
顔。6 年生と最後の

チャー教室オンライン申し込み」
「少年野球などスポーツ広場」などなど、新鮮な情報をい

族など）」を受け付けております。いただいた写真は検討のうえ、WEBサイトや会報等で紹

つも更新しています。紙面には掲載しきれない情報が満載です！

介させていただきます。
（写真の返送はいたしかねます。予めご了承ください。）

チケットプレゼント

!!
編
後

【Eメール】aclub@0843.co.jp 【郵送】
〒560-0085豊中市上新田3-10-21
朝日新聞千里販売

朝日新聞千里販売の
イメージキャラクターが決定。

原画を超えた 光の魔法

紙面で、ウェブで、街角で

3.23（土） ６.2（日）

大活躍します！
よろしくお願いします。

神戸・ハーバーランド センタービルB2

〒住所、氏名、年齢、電話、賞品名、
「ほっとできる
場所」を明記し以下へ。４月８日（月）必着。当選
発表は発送（３月末頃予定）をもって代えます。

●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。

記

こころちゃん

チ、チエちゃん……。
おかちん編集長

【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

チエちゃん記者

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

新聞ソムリエ
（新聞の豊富な知識を通じて地域貢献）

つむぐくん

私事ですが、
この度結婚し東京に越すことになりました！とい
うことで千里朝日倶楽部に関れるのも今月まで…。いつかま
た、大好きな千里に戻って来れる日まで皆様どうかお元気で！
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。

上新田

天竺川
沿い

C

千里南公園

桃山台

〈新千里南町 M.A さん〉

A

古江台幼稚園裏のはぎのき公園。レ
ジャーシートを敷いて過ごせるので親
子やグループでのお花見にピッタリ！
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南千里
桃山台小

毎年見て、春を感じ
て い ま す。〈津 雲 台
Y.H さん〉

竹見台団地

しいのき橋

３年前に越してきて以来、
楽しませて頂いています。

F

千里
たけみ小

D

桃山台

山田

津雲台

竹見台

B

A

展望台から安場池
にかけての斜面の
約 300 本 の 桜 は
圧 巻！可 愛 い 野 鳥
たちも飛来します。

旧新田小学校
北消防署
新千里出張所

E 南千里駅周辺

最後はコレで締め！
桜めぐりの最後は “花より
団子” で♡こだわり素材を
使い、米粉やごま油で軽
く焼き上げた、メランジュ
（1個 200円・
の「大学ポテト」
税込）。店内イートインの
場合は、ドリンクとセット
で 50 円引き。関大の学生
さんにも人気の品♪
■メランジュ本店：吹田市山手町 3-9-13（阪急千里線関大前駅
下車すぐ）／ TEL06-6337-1730 ／ 10:00 〜 19:00 営業

マジック

集

豊中
九中

緑地公園
北大阪急行線

読者の皆様からの「身近な街ネタ・人ネタ・学校ネタ情報」や、
「写真投稿（風景・ペット・家

フェルメール
光の王国展

ゴ並木
桜・リン

▲

〈新千里西町 T.N さん〉

「千里朝日倶楽部のフルカラー版」、
「 街ネタブログ」、
「 おトクな提携店リスト」、
「カル

●ペア５組（10名様）に！

千里
青雲高

古江台小

千里中央
公園

新千里東町

中国自動車道
中央環状線

つぼみから落花の花ふ
ぶきまで 楽しみで す。

千里朝日倶楽部まで！

はぎのき
公園

千里中央

交 流 を 楽しん だ 様

「千里朝日倶楽部」で検索

北千里

〈新千里北町 T.I さん〉

C

くたくましく見えるんです」と先生は嬉しそうに微笑んでいました。

イイ写真が撮れたら イイねたがあったら

真珠の耳飾りの少女
(C)Vermeer Center Ginza

※「0843.co.jp」
より受信可能
に設定してからご登録を。

「たかが住宅街の桜」とあなどるなかれ、
街とともに半世紀近くを過ごしてきた千
里の桜には、大木や名木がたくさん。千
里朝日倶楽部スタッフお気に入りの桜ス
ポットほか、読者の皆さまからもオスス
メの場所を教えてもらいました！カメラ
片手に、のんびりゆったり、千里の桜を
巡ってみませんか？
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青山台

るだけたくさんのサインを貰おうと１〜５年生は校庭中を駆け回りま

▲下級生にサインをする 6 年生。
「6 年生からたくさんサイン貰えた
よ！」１〜５年の児童たち。

【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

からアクセス！

千里さくらマップ

B

ざいます」と言って握手＆ジャンケンをして、サインを貰います。10

千里朝日倶楽部ウェブサイト

2013.

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。

いざ、全制覇！

卒業を控えた 6 年生を送るイベントとして、10 年以上前から続いてい

B：旧新田小学校。大阪府の有
形文化財にも指定されていま
す。懐かしいあの頃にタイムス
リップしたよう。C: 竹見台団地
内。団地マニアにはたまらない、
団地と桜のコラボレーション！建
て替えが始まり、見れるのもあ
と僅かかも…？

【アドレス】http://0843.co.jp/aclub/

にアクセス！

４月の教室100円引クーポンも付いてくる

3/11、古江台小にて「6 年生とあそぶ会」が催されました。これは、

子でした。

給食の後のゲームで全学年が
一緒になって楽しむ！

※最新の提携店リストは「千里朝日倶楽部」
ウェブに掲載。

４月号

■ケータイで

右の QR コード

阪急千里線

スキ！」
と笑顔を輝かせていた。

2013年

新御堂筋

青小は掃除も縦割りです︒

ころんだ」などで元気いっぱいに遊んだ。

千里朝日倶楽部

吹田市・古江台小「6 年生とあそぶ会」

（

とても仲が良いんですよ」
と胸を張る。

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/

り
通 ）
くら 線
さ 央
里 中
千 千里

上級生が優しく話しかけます︒ これをかけたらおいしいよ︒

青山台小学校で２月８日、児童会主催

6年生と卒業前の思い出作り

より快適な千里ニュータウン Life を

道路

名

速
神高

関大前

D: しいのき橋から桃山
台 ショッ ピ ン グ セ ン
ターにかけて。幹周り
２ｍ超の大木の桜があ
ります。Ｅ: 府道 121 号
線。阪急千里線の緩や
か なカーブ に 沿って、
満開の桜が並びます。

関西大学

F

D

E

●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：４/10（水）18時
当選発表：４/15（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…

プリザーブドフラワー

新聞で楽しく国語学習ができる

★家庭で国語問題が作れる
「天声人語ワークシート」進呈。

４月21日
（日）
定

今年の母の日は 5/12。何を贈るか決めましたか？
枯れない魔法のお花・プリザーブドフラワーで、
いつまでも輝くあの人に感謝と愛を伝えましょう。
もちろんお家のインテリアとして飾っても OK です！

４月23日
（火）

１４：００〜１５：３０
員/

12名

受講料/

講師 覚野えいびん

約10㎝、花部分直径約８㎝）

吹田市五月が丘に花屋「花の」を持ち、
のせ ひろこ 講師歴20年。
季節のお花を使った花教室も開いている。

講師

員/

講師

渡辺 雄一郎

至千里中央

ココロもカラダもリフレッシュ！
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。

の部員たちが笑った。

そして、１週間前に行われた本

「あの日があった から、これ からがある」。
彼女たちがこのチームで学んだことは、卒業

熱血の出野監督と部員の思いのズレが、１月

12名

の大会で、試合中にも関わらず生じていた。
勝利を予想できた相手に敗退し、６年生で

無料

後にもきっと生かされる。

「ピーッ！」ホイッスルが鳴る。
松田の鋭いサーブが相手コートに突き刺
さる。得点するたび、全員がハイタッチし
ながら満面の笑みで駆け回る。ベンチでは、

キャプテンの松田優花は「バレーをやめる！」

那須法律事務所弁護士

と自暴自棄に陥ったという。
ムを引っ張って来たが、ときに感情の起伏が激

N

しく表れてしまうときがあった。
上新田
バス停

そんな松田の肩に優しく手を置いたのが、副
キャプテンの長野佳苗だった。

新御堂筋

５月10日・17日・24日
（金） １４：００〜１５：３０

松田が振り返ると、長野のいつもと変わらな
い笑顔があった。

竹見台
マーケット
至南千里

「練習方法とその目的」、
「監督が求めるプレー
と部員たちが目指すプレー」、そしてコート以外

ASA上新田店の２階です
（豊中市上新田3-10-21）

バレーボール部の大切な仲間たち

南京玉すだれの万国旗を
﹁放水﹂に見たてました︒
隣は桜塚高校出身の落語家で
一日北消防署長を務めた笑福亭
仁勇︵にゆう︶さん︒

での感情まで……。

出野監督が部員の動きに目を凝らし、うなづき、
1 つひとつのプレーに声をかけていた。
しかし、相手は格上だった。見せ場は作るが
第１セットを奪われ、第２セットでは次第にミ
スが目立つようになった。
「笑っていこう！楽しんで！」心が折れそうな展
開で響く監督の声。忘れかけた笑顔
がまた、みんなを結んでくれる ―

キャプテンを支え続けてきた長野副キャプテン

▲千里朝日阪急ビルをフル装備で
屋上まで駆け上がる。
スゴイ！

「住宅用火災警報器の
設置は義務だよ」マチカ
ネくんがPR。豊中市では
まだ30%弱の家庭が未設
置とのことです。

部員たちはコートに深く一礼し、
お母さんやお父さん、下級生たちが
いる応援席へ上がった。そこにはま
るで、自分たちを鏡に映したような
清々しい表情の仲間が迎えていた。
「もう最後だけど、ミスに落ち込ま
ない元気なチームにできたと思う」。
松田は敗戦の悔しさを噛みしめなが

▼

▼

「ぼくも登る！」
危険を恐れず人
命救助訓練をす
る消防隊員を真
剣に見つめます。

「先生と話し合ってみよう」

TSUTAYA

！
災地へ
から被
を千里

豊中市危機管理室の小倉さん︒
４月から岩手県大槌町へ３カ月
の予定で出向されます︒
▼

ココ
２階

元気

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。

デイリー
カナート

感情豊かで信頼厚い
キャプテンの松田

バス停

※３回分の受講料（途中欠席返金不可）

桃山台駅

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）

をひとつにすることができた。

言ってたんです」と教えてくれた。周り

松田はこれまで、持ち前の強気と根性でチー

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

田市少年親善バレーボール大会決勝トーナメン

ムはいい状態ではなかった」と聞かされた。

那須 良太（写真右）

（写真左）
トータルライフコンサルタント

の大会を前に、みんなの目標

大会前、江下コーチから「大会直前までチー

持 ち 物 / 筆記用具、
メモ用紙など
受講料/

生は頑張って優勝してもらいたいʼ って

大会予選で、見事下馬評を覆した。

教室開催場所

リフレッシュ！ヨガ

中村 真紀子

定

そばにいた長野は「さっき私には ʻ５年

このとき、監督と部員がホ

部員たちは白い息を吐きながら、吹
ト試合開始のホイッスルを待っている。

１３：３０〜１５：００

500円（会員外700円）
材 料 費 / 2,000円（作品寸法：高さ

充実の３回連続講座！

講師

４月24日
（水）

受講料/

500円（会員外700円）

国語塾経営。
「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。

生命保険を利用して、賢い相続対策！

１４：００〜１５：３０

と「特にないです」とそっぽを向いたが、

流れる糸田川は、薄く氷を張っていた。 ンネでぶつかりあえた。最後

今話題の「終活」。残された家族が困ることがない
よう、相続について今一度考えてみませんか？相続
に関する全般的な話から、生命保険による対策、
ま
た遺言書の書き方まで分かり易くご説明致します！

定
員 / 12名
持 ち 物 / クラフト用はさみ、持ち帰
り用の袋

対 象 者 / 小学３年生〜小学６年生
（保護者は見守り参加可）
持 ち 物 / 筆記用具（はさみ・のり不要）

２月下旬。南吹田体育館のそばを

よく分かる！相続セミナー

母の日に、感謝と愛をこめて

子ども記者になって新聞記事を書いてみよう！
「天声人語」を使って読解問題をスラスラ解くコ
ツや、「朝日新聞ある・ないクイズ」コーナーも。

バトンタッチする５年生に贈る言葉を求める

千里新田小課外バレーボールクラブが最後の大会で見せたドラマ ―

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）。

「朝日新聞」で学ぼう！

ら、下を向かなかった。

千里新田小学校 バレーボールクラブ

◆お申し込みはこちらへ

春の火災予防週間の３月３日、千里セルシー広場で『とよなか消防災展
2013』
（豊中北消防署主催）が開かれました。
身近な消防や防災を啓発することに加え、東日本大震災の被災地に元

▼

会場では、消防隊員による人命救助訓練のほか、募金活動、東北地方の
特産品販売、歌や音楽などで被災地の復興支援をアピールするなど、
さ
まざまな催しがありました。
▲『勇気100%』
などを合唱。
岩倉大樹くんは「火事になったら
雨を降らせる！」
と頼もしい。

▼

【はみだし情報】吹田市立千里たけみ小学校内の北側の木に、
「ワン！」
と鳴くカラスがいるらしい。
（下校中の小学生より）

とよなか
とよなか

消防災展 2013

［小学３年生〜中学３年生・個別指導］

語学
特別 習には
な方
ありま 法が
す！

★小学生「国語のきほん」講座
漢字語句から記述読解まで総合指導

★中学生高校入試「小論文・作文」講座
講師生徒の対面指導で書き方徹底指導

独自の授業法で国語学力育成
・授業料：月４回 8,000 円〜、
月２回 4,000 円〜
・入会金：3,000 円
（千里朝日倶楽部会員は入会金無料）

無料体験授業実施中
［要予約］
国語のきほん講座のみ
土曜昼授業で安心！

上新田教室

隔週受講・欠席の振替授業・他塾併習可能

国語個別指導 朝日新聞千里販売（株）会議室

三陽学院

（デイリーカナート上新田店前）

06-6380-7428

新御堂

熊野田幼稚園の
みんなも揃いのはっぴを
着て防火・防災をよびかけました︒

気を発信しました。

ト！
塾 国語学習は小学生からがベス
国

焼肉但馬屋

（三陽学院事務局）至桃山台

デイリー
カナート

えいびん先生
えいびん先生

◆特典内容◆
千里朝日倶楽部会員様限定

入会金無料
さらに

初回月授業料半額

【エコ活動ご報告】地域の皆様からお預かりしたエコ物品を吹田市社会福祉協議会善意銀行へ寄付しました。
これらは発展途上国等へワクチンとして寄付されます。
今後とも、
ご協力よろしくお願いいたします。 内容：ペットボトルキャップ91kg、
プルトップ4kg（平成25年2月21日）

