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つむぐくん

５月号

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 ■ケータイで
モバイル会員証をゲットしよう！
http://0843.co.jp/scard/ 右の QR コード
※最新の提携店リストは「千里朝日倶楽部」
ウェブに掲載。

５月の教室100円引クーポン付き

詳しい情報は次号にて

行けないお店を体験できて良かった」
「大人だけでなく子どもも楽しめる」
などの声が聞かれました。

読者ボイス

おトク！

千里朝日倶楽部会員様限定

ご優待提携店一覧をお届けします
千里朝日倶楽部会員様だけがご優待を受けられる提携店の一覧がリニュー
アルされました。対象の朝日新聞読者様のお手元には紙面版を４月末をめ
どにお届けする予定です。ご優待内容の変更や、新規提携、提携終了の情
報は一覧でチェックしていただきますようお願いいたします。

あなたの一番ホッとできる場所は？
●千里阪急ホテル２Fロビー（新千里東町Aさん）

ホテルって、特に用事が無くても？入るとホッとするんですよね。
●「potto」パンケーキとミートソースのお店（竹見台Kさん）
不二家桃山台店向いにあって、ゆったりほっこりの空間だそうです。
●万博公園隣接の「おゆば」温泉（津雲台Fさん）
私は、おゆばの送迎バスに乗っている人を見るだけでホッとします。
●南千里ガーデンモールのサニーサイド
（千里山西Nさん）

「１人で」
っていうのがポイントかも!?
お家がホッとできるって、一番幸せなことかも知れません。

チケットプレゼント

ト！
塾 国語学習は小学生からがベス
国

●ペア５組（10名様）
に！

［小学３年生〜中学３年生・個別指導］

リヒテンシュタイン

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

3.19（火） ６.9（日）

講師生徒の対面指導で書き方徹底指導

京都市美術館

独自の授業法で国語学力育成

（阪急「烏丸」
「河原町」からバス乗車）

・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

ラファエッロ・サンティ
「男の肖像」
1502/04年頃
(C)LIECHTENSTEIN. The Princely
Collections, Vaduz-Vienna

三陽学院

●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。

ご意見・感想

aclub@0843.co.jp

【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

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

編
後

（デイリーカナート上新田店前）

集

記

おかちん編集長

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

06-6380-7428

新御堂

賞品名、
〒住所、氏名、年齢、電話、
「あなたのイラ
イラ解消法」を明記。５月10日（金）必着。当選発
表は発送（５月中頃予定）をもって代えます。

イイねたあったら

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

華麗なる侯爵家の秘宝

イイ写真撮れたら

1985年12月29日生まれ。吹田
市出身。YTV「す・またん！」
「ピ
ーチ流！」ほか、
テレビ・ラジオで
レギュラー出演中。
趣味は、鉄道旅行・ダンス・絵画
鑑賞・ラジオを聴くことなど。
特技は、
ピアノ・声楽。
ブログ・ツイッターで日々のでき
ごとを情報発信中。

●自宅（上新田Oさん）

または直接次のアドレスへ http://0843.co.jp/aclub/omise/list.pdf

!!

斉藤 雪乃（さいとう ゆきの）

●１人でクラシック音楽が聴けるホール（津雲台Nさん）

「千里朝日倶楽部」で検索

焼肉但馬屋

（三陽学院事務局）至桃山台

デイリー
カナート

●大阪モノレールは中東ドバイのモノレールに技術提
供している！
●世界ではじめて自動改札機が実用化されたのは、阪
急北千里駅！
（1967年）
●阪急千里線吹田駅以南の線路はかつて、国鉄（現JR）
の線路だった！
（1912年まで）
●JR西日本「片山駅」
「山手駅」がある!? 情報：奥居武さんほか

江坂駅
桃山台駅
吹田駅（阪急）
豊津駅
関大前駅
千里山駅
南千里駅
山田駅（阪急）
北千里駅
吹田駅（JR西日本）
岸辺駅
吹田貨物ターミナル駅
山田駅（モノレール）万博記念公園駅
公園東口駅

千里の定番パン屋さんですね。黒が基調の内装が良いですね。

ダウンロードもできます

【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

コメント：おかちん

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

今回はさみし〜く独りぽっちで作りました。最近、文字の間
違いなんかも多くて…。
どなたか助けてください。慣れない
ブログも書いていますので良かったら読んでみてください。
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。

すいたん

鉄っちゃん納得！吹田の鉄道ネタ！

（※）吹田市内の鉄道駅

●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

吹田市イメージ
キャラクター

３月に開催された『万博鉄道まつり2013』
では
鉄道の知識を生かして鉄道のまち吹田をPR！

立見可能

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）

来年度はさらにパワーアップして開催する予定です。
ご期待を！

2013.

入場無料

す

雪乃さんはどうして吹田が

「北摂にこんなに質の高いお店がたくさんあるなんて！」
「普段なかなか

好きなの？

日、千里朝日阪急ビルA＆Hホール（千里中央）
で開催されました。

雪

赤ちゃんのときからずっと

座席自由

と体験できるビッグイベント
「はぴすま2013」
（北摂FINE主催）が３月20

吹田で、大学生のときはガ

北摂のおいしいものや有名店、すてきなサロンが集結し、北摂をまるご

ンバ大阪チアダンスチーム

事前申込不要・入退場自由

※「0843.co.jp」
より受信
可能に設定して下さい。

に所属し、メイシアターの

千里朝日阪急ビル１階エントランスホール

があり、

7:00-8:00

）
※

PM

（

6.7(金)

●斉藤雪乃さんの魅力は優しい笑顔︒
子どもから大人まで人気の秘訣です︒

2013

の鉄道駅

きむらたくやトリオ・ジャズライブ

15

第九合唱にも参加しまし

すい

た。私にとって、吹田は夢を叶えてくれるまちな

きむらたくや

き
好
大 た！

からアクセス！

んです。

MOMO

雪乃さんは鉄道アイドルで有名だね。

ギター

雪 す
鉄道好きの弟がきっかけで私は鉄道の旅が好きに

木村知之

ピアノ

鉄道のまちとしても魅力がいっぱいです。

ウッドベース

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。

なりました。吹田には５社

す。

伝えま

す

へぇ、くわしいなあ。これからも、鉄道を

ハイ！もちろんっ。

雪

イベント報告

通じて吹田をいっぱいＰＲしてね！

HAPPY&SMILEフェア
in千里中央

千里朝日倶楽部

こころちゃん

第118回 千里アサコムコンサート

より快適な千里ニュータウン Life を

吹田市出身

ドル

イ
癒し系鉄道ア

さいとう

ゆきの

斉藤 雪乃 さん

「私たちも大使です」。ナインティナイン矢部さんの
兄で PR 大使第１号の矢部美幸さん（右）と、第２
号のヤクルトスワローズ宮本慎也選手。

『ええとこ吹田PR大使』に就任！

吹田市は、出身者やゆかりのある著名人などに、大使として市の魅力や情報を広く全国に発信してもら

の名刺を
で、井上市長から大使
３月23日の就任式
ります！」
乃さんは「旅先でも配
受け取った斉藤雪

い、知名度・イメージアップをめざす取組みを行っています。この春、吹田市出身でʻ乗り鉄ʼの鉄道アイド
ルとしても有名なタレント斉藤雪乃さんが、第３号の大使に任命されました。
●この紙面のフルカラー版 http://0843.co.jp/aclub/ ●資料提供：吹田市広報課/制作協力：舞夢プロ

◆お申し込みはこちらへ

締切日：５/10（金）18時

6872-0031（月〜金（祝日除く）10〜17時受付）

（06）
お電話…

当選発表：５/15（水）※

ＷＥＢ…
「千里朝日倶楽部」
で検索（期間中・24時間受付）

※当選は「ご案内状」のお届けに代えます。

・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）。

ウォーキングレッスン

趣味のカリグラフィ

正しい姿勢で美しく健康に

自作ペンで描くサマーカード

OSK日本歌劇団出身で、現在も大丸心斎橋
劇場の舞台などで活躍する講師が、正しい
ウォーキング方法を教えます。
歩き方を学ぶことで姿勢美人になって気持
ちまで前向きに。もちろん、ダイエット効果も
期待できます。
（屋内の講座です）

アルファベットの芸術カリグラフィ。大手通信
講座でも定番の人気講座です。
今回は、
アルミ缶でペンを自作し、
アルフア
ベットを練習して涼しげなサマーカードをつ
くります。

５月21日
（火）
講師

隆実 ようこ

１４：００〜１５：３０

(たかみ

ようこ）

定
員 / 12名
持 ち 物 / 動きやすい格好、靴下（替
え）、
ドリンク、
タオル
受講料/
材料費/

500円（会員外700円）
不要

５月23日
（木）
講師

教室開催場所
至千里中央

かわいいお花の実用的なマグネット

さちこ）

バス停

(あだち

ヤマトクイリングペーパー認定講師。関西を中心にワークショップや公民館、自宅教室などにて、ペーパークイリン
グの魅力を広めている。

大阪府立千里高校

桃山台駅

足立 幸子

500円（会員外700円）
材 料 費 / 300円（会員・会員外共通）
受講料/

N

上新田
バス停
デイリー
カナート

新御堂筋

講師

１４：００〜１６：００

定
員 / 12名
持 ち 物 / 筆記用具

あや）

材料費/

500円（会員外700円）
500円（会員・会員外共通）

「甲子園シンガー・今夏も熱唱」

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

細長いペーパーを専用の道具で巻き、多彩
な作品を作るペーパークイリング。紙の特性
を生かした不思議な世界をお楽しみください。
今回は、基本的な花弁と葉の作り方を学び、
かわいいマグネットに仕上げます。

５月28日
（火）

(みなみかわ

受講料/

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。

はじめてのペーパークイリング

（経験者ももちろんご参加歓迎です）

南川 綾

１３：００〜１５：００

定
員 / 16名
持 ち 物 / 洗ったアルミ缶２つ、缶を
切るはさみ、ボールペンな
ど
（くわしくは案内状で）

ココ
２階

TSUTAYA
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）

西浦 達雄
LIVE決定
８月24日（土）
千里中央A＆Hホール

お問い合わせ・先行ご予約
aclub＠0843.co.jp
●くわしい情報は次号にて●

府立千里高校（国際文化科・総合科学科）

動画は YouTube「千里ニュータウン 選手宣誓」で検索

第79回春季千里ニュータウン少年野

入場行進が終わり、場内がシーンと

球大会（千里タイムズ主催）が、３月31

静まると、田中君はホームベースの前

日、万博少年野球場で開幕した。

で胸を張り、右腕を真っすぐ大空へ。

抽選で選手宣誓に選ばれたのは、古

「監督やコーチ、応援してくださる地

江台少年野球部（服部豊三代表）主将、

域の方々や家族に、感謝の気持ちを忘

田中創大君（６年）。当チームは偶然に

れない」
と宣誓し、球場は大きな拍手に

も、昨年度秋の本大会に引き続いて２

包まれた。

大会連続で宣誓に当たった。

スタンドのお母さんは「今朝、
ミスし

荻堂秀敏監督は田中君を「野球に関

てもいいよと伝えたのですが立派だっ

してはクレバーで非常に巧い選手だ

たと思います。いい経験をさせてもら

が、昨日の練習は緊張からか腹痛で早

えました」
と目に涙を浮かべていた。

退した。私も宣誓の経験はなく、子ども
以上に緊張しているかも…」
と笑顔を

千里の春は、田中君の堂々の選手宣
誓からはじまった。

作っていた。
開会式直前、田中君をインタビュー
すると意外にもリラックスしていた。
「昨日はあんなことがあったけど夜
はしっかり眠られました。宣誓文は頭に
入れたし、不安はありません」。
内容については「昨年担当した先輩
の宣誓やインターネットを参考にし、
自
夢に向かっ

分の気持ちも入れました」
と話した。

て笑顔を重

ねる仲間た

ち。

輝くゴールに向かって

『日本は死刑制度を維持すべきだ』
という

「三人四脚」毎朝走ってます！

テーマを英語でディベートした会場では、生
徒たちが一言も聴きもらさないよう、緊張し

探究・学習成果発表会

堂々の宣誓！田中創大君

しっかり胸を張り立派な選手宣誓︒前日の緊張が嘘のように︒

OSK日本歌劇団出身（73期生）。劇団解散後、
ダンスインストラクターや振付をしながらフリーで舞台活動を続ける。
出張形式のダンス講師、施設での教室開催、現在は自宅でもスタジオを主催。

◎ 当日会場でペン軸（￥20〜￥315）販売有ります。

千里ニュータウン少年野球大会開幕

応援してくださる地域の方々や家族に感謝 ―

●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。

た空気が張り詰めていた。
ハンブルグ（ドイツ）の高校生と交流したグ

やっと夜が明けたばかりの南千里公園。並

ループは、吹田とドイツで共通して盛んな

んで走る女の子３人組がいる。

で３月
「千里フェスタ」が開催された。
この催

寺田莉乃さん（高野台小６年）、田中優芳さ

彼女たちはより体力・脚力をアップできる
方法を話し合った結果、何と５キロの米袋を
リュックに背負って走ることもあるという。

しは、１年間の探究・学習活動の成果を発表

校長（今回開催時）の西島多枝子さんは「授業

し、生徒同士の相互評価をすることを目的に

で習った知識をもとに、興味や関心のある事

の３人だ。彼女たちは昨年９月ごろから、朝

こともあり、暗闇から突然吠えられたときはい

毎年開かれ、今年で８回目になる。

柄について探究する力、調べまとめ発表する

５時半か６時に集まって、１時間のランニン

つも以上のダッシュができたという。
まるでʻス

特に理系分野の研究活動では、先輩が取

力は、総合的な学力として今後ますます必要

グを毎日続けているという。

ポ根マンガʼの１シーンだ。

り組んだ実験や観察を、後輩が引き継ぎ発展

となってくることでしょう。２年間の探究学習

吹田ジュニア陸上に所属し、昨年の校内マ

将来の夢を寺田莉乃さんは「外科医になっ

させているものも数多くあり、全国３位にあ

の成果発表会として千里フェスタは生徒の中

ラソン大会５・６年女子の部優勝、万博国際

て手術をしたかったんだけど…、病気で片目

たる大阪市長賞を受賞した研究もある。

にもしっかりと根付いています。千里から世

ふれあいマラソンで一昨年度２位、昨年度７

がほとんど見えなくなり、
メスを持つのが難し

界へ、未来へ発信していきたいものです」
と

位の好成績を上げている寺田莉乃さんは、走

いと思う」
と話す。
「でもそれで、内科医になる

しめくくり、生徒たちへエールを贈った。

りはじめたきっかけを「全国小学生陸上競技

新しい夢ができた」
と前向きだ。

一般公開日には、生徒たちが１年間の学
習を振り返り、生き生きとプレゼンテーション

サッカーを取り上げ、
『ガンバ大阪の未来』な

する様子を間近で見学できた。

どをテーマに研究発表を行った。

ん（同６年）、莉乃さんの妹優芽さん（同３年）

交流大会の予選大会（７月）突破を目指すた

また、毎日のように食べる
『ラーメンの塩分

め」
と話す。

また、夜明け前の公園は野犬が歩いている

田中さんは「警察官になって拳銃を持って
みたい。それがダメなら芸能人！」
と笑い、優芽

濃度』を調べた佐田崇典君らは、
「本当に濃

バスケットボール課外クラブ主将の田中さ

いことを自分たちで証明してしまった…」
と笑

んは「私は走るのがキライなんだけど、バス

いをとったり、非常に地味ながらユニークな

ケットのために体力をつけようと思って」。妹

１人ではできないことも、みんなでいたら

『粘菌の生活』を、様々な実験で調べた佐藤

の優芽さんは「おまけで付いてきてるだけ」
と

乗り越えられる。夢に向かって３人は、雨の日

気恥ずかしそうに笑った。

も風の日もいつも一緒だ。

将也君のグループなど、高校生ならではの興
味をそそられる研究発表が多数見られた。

優芽さん、莉乃さん、田中優芳さん）
楽しいときもつらいときも３人（左から寺田

さんは「いつかお姉ちゃんみたいに校内マラ
ソン大会で１位になってみたい」
と話した。

