
「千里の虎ファンでタイガースを応援しよう！」を合言葉に、ASA千
里上新田の駐車場でクライマックスシリーズ初戦をパブリック
ビューイングしました。元投手で阪神OBの伊藤文隆氏や若手お
笑い芸人を招き、結果は大敗でしたが試合終了まで楽しい時間を
過ごしました。チームで参加した南千里ジャガーズの北條くん（５
年）は、伊藤氏から投球フォームの指導を受けて満足気でした。

㊧親子で参加してくださる姿も見られました　㊨伊藤文隆氏によるミニ野球講座も

タイガースフェスタ CS in 千里タイガースフェスタ CS in 千里 2013.10.122013.10.12

2組4名に

｢シャガール｣平日ランチバイキングペア券
千里阪急ホテル提供

開放感あふれる空間でバラエティ
豊かな和洋中デザート全５０種
類が食べ放題！　シェフの実演
コーナーやパティシエ特製スイー
ツも充実。さらに嬉しいソフトドリ
ンク飲み放題付！　ご家族みんな
でゆったりご利用いただけます。

Present 読者プレゼント

●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、個人
が特定できないよう（ペンネーム、イニシャル）にし、当紙に掲載
させていただく場合があります。

はがきかメールで、①希望賞品②〒住所③氏名
④年齢⑤電話⑥あなたがもらって嬉しかったプレ
ゼント（理由も）を明記。11月5日（火）必着。当選
発表は発送で代えます。（11月中に発送予定）

【ハガキ】〒560-0085豊中市上新田3-10-21
【メール】aclub@0843.co.jp

■応募のきまり

チケット有効期限：2014/1/31まで　除外日：12/21～25、12/31～1/5

※写真はイメージ

〔通常でも〕千里朝日倶楽部会員証ご提示で
大人料金が１０％OFF

◆旅行代金はおひとり様の代金です。行程中の交通費・見学費・食事代・消費税等諸税を含みます。●旅行の申し込み……電話での予約が出来ます。●旅行の解除／変更……申し込みの人数が35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ました個人情報は、お客様との諸連絡などに、ＡＳＡ（朝日新聞サービスアンカー）と旅行企画の朝日旅行
にて利用させて頂きますのでご了承下さい。●詳しい旅行条件を説明した書面を後日お送りしますので、出発までにご確認の上、ご参加下さい。◆掲載の写真はイメージです。※行程中の交通機関は、バス－、徒歩…で表示しています。

日帰りバス
添乗員付

1H9778
コース番号

※画像はすべてイメージ

■期日

11月22日（金）①南千里駅前 8:30集合　18:00頃帰着
②千里阪急ホテル 8:45集合　17:45頃帰着
③北千里駅前 9:00集合　17:30頃帰着

■場所・集合時間・帰着時間

8,900円
各出発地－青垣・高源寺（天目カエデの黄紅葉、北近畿随一と言われる紅葉名所、丹波紅葉
三山）－氷上・円通寺（ドウダンツツジやモミジの紅葉、足利義満創建の名刹、丹波紅葉三山）
－柏原・三友楼（丹波四季膳昼食）…木の根橋など風情を残す城下町をぶらり歩き－山南・
石龕寺（参道を彩る鮮やかな紅葉、足利氏ゆかりのもみじ寺、丹波紅葉三山）－各帰着地 06-6345-1613

電話受付９時30分～17時30分（土日祝除く）

予約

（たんばこうようさんざんとさんゆうろうのたんばしきぜん）

丹波を訪ねるのは秋が一番いいと言われていま
す。山里を彩る紅・黄・緑が美しいコントラストを描
き、点在する古い山寺を一段と引き立てる頃です。
「丹波三山」と呼ばれる紅葉の名所と柏原・三友楼
でいただく四季折々の丹波の自然を盛り込んだお
弁当・丹波四季膳をお楽しみ下さい。

旅行代金
（おひとり）円通寺円通寺 高源寺高源寺 石龕寺石龕寺

×千里朝日倶楽部合同企画 ご愛読者謝恩バスツアー

北千里高校男子バスケットボール部
Basket ballBasket ball

「スリーポイントの確率を上げる！」
キャプテンの田中伊吹君（２年）は「身長が低いチームなの

で相手にボールを運ばれる前にプレッシャーをかけ、ディフェ

ンスで粘ってとにかく走ることが重要」と話す。また、上位チー

ムとの勝利のカギは「スリーポイントシュートの確率を上げる

こと」と断言。「キャプテンになってみて先輩たちの大きさを感

じている…」と、新チーム発足後の不安な気持ちを話すが、

OBや保護者のバックアップのもと、

日々の集中した練習を重ねる

たび自信をつけている。

近年メキメキ力をつけ、府北地区公立高校大会を２連覇中。
次の目標は「打倒私学・近畿大会出場」。新チームを束ねるキャ
プテンがその意気込みを語ってくれた。

「ハイ！」素直な心が強さになる。「ハイ！」素直な心が強さになる。
【北千里高校男子バスケ部】●部員数／2年12名、1年18名、マネージャー5名　●顧問／渡辺真二先生　●スローガン「はい！といえる素直な心」

珈琲と手作りケーキの店 果 琳

Cafe Heureux
カフェ ウルー

Green Cafe
グリーンカフェ

千里つくも店

昔ながらの温かみあふれる喫茶店。クラシック
音楽のリズム、美しい食器類、アンティークな調
度品が、都会の喧騒を忘れさせてくれる。

営業／10:00～20:30
定休／元日のみ
電話／06-6836-6830
住所
千里朝日阪急ビル低層棟
2F（新千里東町1-5-3 ）

営業／10:00～18:00
定休／日・祝
電話／06-6389-5052
住所
吹田市千里山西4-7-26
ラヴィール千里山1F

材料は全て国産にこだわり、素材感
を存分に生かした手作りパイ。香り
豊かな珈琲や紅茶といただける至
福のひととき。

ふわふわに焼き上げたスポ
ンジの上にいちじくと生ク
リームを２層に重ね、ふんだ
んにいちじくをトッピング。
店長さんこだわりのミルキー
な口どけの純生クリームが、
いちじくの甘みをより一層際
立たせる。

お店で焼き上げられるクッ
キー。一枚ずつ違う愛らしい表
情に思わず笑顔になれる。

素材感そのままの贅沢な「ぶどうと梨のミックス
ジュース」。甘みを引き立てる隠し味のりんごとグ
レープフルーツがポイント。（530円）

緑に包まれた明る
く開放的な店内で
心おきなく時を過
ごす。

営業／カフェ8:00～19:00，ケーキ
店【平日】11:00～19:00，【土日祝】
10:00～19:00　定休／無し
電話／06-6155-1313
住所／吹田市津雲台7-5-17

住宅街にひっそりたたずむ小さな隠
れ家的カフェ。かわいい雑貨も並ぶ
店内は、まるで仲の良い友だちのお
家に遊びに来ているよう。

いちじくの
ショートケーキ

（店内限定）ケーキとアイスクリーム、
フルーツがお皿に盛りつけられて500
円、テイクアウトは350円。

かぼちゃのモンブラン400円（ケーキ
セット750円）

マロンパイ１カット（500円）
お好きなケーキと飲み物のセット
で50円引き。

※10月末～11月中旬迄期間限定販売。

※9月～11月末迄期間限定販売。

※11月中旬迄期間限定販売

この紙面持参の方に
ケーキをお一人800円以上お買
上げでお好きなクッキーを１つプ
レゼント。11月末迄。グループ可。

この紙面持参の方に
ケーキを５コ以上お買い上げで、
１コサービス。

この紙面持参の方に
（マロンパイに限らず）ケーキを３
コお買い上げで100円引き。５コ
買うと200円引き。

イチジク
比較的多く含むカリウムは高
血圧や動脈硬化などの予防に
役立つ。ペクチンなど食物繊
維も多く含まれているので便
秘改善も期待できます。

参考：果物情報サイト「果物ナビ」 http://www.kudamononavi.com/
参考：旬の食材百科http://foodslink.jp/syokuzaihyakka/
※記載した内容は、栄養素からみた一般的な効能です。

かぼちゃの
モンブラン
かぼちゃのペーストにカス
タードと生クリームで作り上
げた色鮮やかなモンブラン。
あっさりとした生クリームと、
少しビターなチョコが中に隠
れている。ハロウィンの飾り
とお皿の絵もかわいい見た
目も楽しめるスイーツ。

カボチャ
豊富なβ-タカロチンは抗発
ガン作用や免疫を活発化させ
る作用。さらにビタミンC、ビタ
ミンEも多く、アンチエイジング
効果も期待できます。

クリ
カリウムによる高血圧や動脈
硬化の予防のほか、葉酸の造
血作用で貧血を予防。また細
胞の成長を促進（老化予防）す
るビタミンB2なども豊富。

かりん マロンパイ
ごろりと大きな国産栗と
香ばしいアーモンドスライ
スの上を、アプリコット
ジャムがつややかにコー
ティング。ボリューム感
たっぷりのパイ生地は食
べごたえ十分。いつでも焼
き立ての温かいパイが食
べられ、満足度大。

千里・秋の厳選スウィーツ千里・秋の厳選スウィーツ
とっておきの ‘旬’を見つけました。

千里朝日倶楽部取材陣が実際に街を歩いて見つけた、おすすめのスウィーツをご紹介。
気温もグっと下がって体調を崩しやすい季節。素材の「健康と美容」効果にもスポットを当てました。
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提携店でおトクなご優待を受けられる
モバイル会員証をゲットしよう！

■ケータイで■スマートフォン・タブレットで

※「0843.co.jp」より受信
　可能に設定して下さい。

※最新の提携店リストは「千里朝日倶楽部」ウェブに掲載。
右のQRコード
からアクセス！

http://0843.co.jp/scard/
にアクセス！
一度登録すると毎月自動的に会員証
が送られてきます。

2013年11月号
千里朝日倶楽部千里朝日倶楽部
千里の朝日新聞が毎月１回お届けします

「新しいサービスと地域への貢献」No163/2013.10.27 ○毎月最終日曜発行 ○発行元：朝日新聞千里販売株式会社〒560-0085 豊中市上新田3-10-21



編集後記

千里朝日倶楽部について

募集しています

次号予告（11月24日発行）
ちょっと早いクリスマス特集／紙上
食べログ ほか

朝日新聞千里販売と関連店の配達エ
リアにお住まいの朝日新聞ご購読者
さま（無料自動入会）。カード会員証ま
たはモバイル会員証で会員特典サー
ビスが受けられます。

ASA千里中央・北千里・千里上新田・
千里桃山台・千里山・南千里・東豊中
★・吹田関大前★の各店から、毎月最
終日曜日に朝日新聞折り込みでお届
け。（★印はエリア内の一部地域）

取材希望・イベント情報・日々のでき
ごとなどお便りをどうぞ。紙面掲載は
ペンネームかイニシャルにします。

●倶楽部会員とは？…

提携店様変更情報

…閉店のため、提携終了いたします。
●グリーンスタジオ（千里中央）

●紙面配布エリアは？…

電　話 （06）6872-0031
メール aclub@0843.co.jp
●取材依頼・ご意見は

ブログも充実しています！ＷＥＢ
http://0843.co.jp/aclub/

おかちん編集長

みっちぃ特派員

ひゃあ、締め切りギリギ
リ。余裕をもって仕事した
いけど、地域のネタは結
構のんびり入ってきます。
それでいいんです。

まだまだ慣れない記事制
作。でも……わたしは
やっぱり元気でそれをカ
バーします！（印刷会社さ
ん、ごめんなさい）

個人・団体に限らず、学校や
地域でがんばって取り組ん
でいることがありましたらお
知らせください。取材して、
紙上に掲載いたします。
左記のようなイベント情報
もお待ちしています。
●取材や掲載が可能かの判断は当社
の基準で行います

オズの魔法使
銀の靴は今も砂漠のどこかで‥ 車いすの映画感想家

AKIRAの

AKIRA（あきら）車いすの映画感想家・フリーライター・ガンバ大阪
サポーター（豊中在住）/映画感想ブログ『Akira's VOICE』と、『ガンバ
応援 From 北摂』で日々情報を発信中！

　この前、久しぶりに虹を見ました！あの空の

向こうに魔法の国オズがあるんやなぁ♪

さぁ、ワクワクしましょう～。

　製作75周年を迎えた映画『オズの魔法使』
（1939年）　竜巻に飛ばされて不思議の国に

辿り着いた少女ドロシーが、脳が欲しいと願

うカカシ、心を欲するブリキの木こり、勇気に

憧れる臆病なライオンとともにオズの魔法使

いを訪ねてエメラルドの都を目指す物語。

ファンタジーの古典、いや元祖に近い名作。

セピアがカラーに変わる鮮やかな場面転換

はじめ視覚効果のすべてが幻想的で楽しい！

　撮影当時13歳の女優ジュディ・ガーランド

が歌う「Over The Rainbow」にうっとり♪

　カカシ、木こり、ライオンの目的達成を通し

て少女から大人へと成長していくドロシー。

類い稀な思いがけない冒険の経験を経て孤

独を薄めた彼女は、おばさん、おじさん、傍ら

に愛犬トトがいるカンザスでの暮らしに笑顔

をずっと咲かせ続けるでしょう。銀の靴は今

も砂漠のどこかでエールおくるかのように、

そっと輝いているはず！

　この映画の前日譚もあります。『オズ はじま
りの戦い』（2013年）　主人公を演じる俳優は
ジェームズ・フランコ。３本作られた『スパイ

ダーマン』シリーズのハリー役が有名（2001

年のテレビ映画『DEAN/ディーン』のジェー

ムス・ディーン役もハマっていた）。

　若き日のオズが偉大な魔法使いとなって

ゆくストーリー。

　しがないマジシャンがある日、気球ごと竜

巻に飛ばされてやってきた不思議の国で、３

人の美魔女の欲望と嫉妬の戦いに巻き込ま

れてしまう。そのドタバタに華麗なファンタ

ジーと毒のあるブラックユーモアを散りば

め、ちょこっとロマンチックをまぶして展開。

まるでアトラクション体験のようなショウタイ

ム！虹の彼方へ夢を馳せよういつまでも♪♪

原作『オズの魔法使』（ライ
マン・フランク・ボーム）　
監督：ヴィクター・フレミン
グ/脚本：ノエル・ラング
レー他/出演：ジュディ・
ガーランド /1939 米国

読者さんオススメのおいしいお店

読
者
ボ
イ
ス

SOLVIVA & TAJIMAYA　（新千里東町Nさん）
　店長の心意気がいい（東北支援など）。

響鈴（新千里南町の中国鮮家）　（津雲台Fさん）
　ランチ1200円のコースは、メインが肉または魚で、２人で取り分けられる。

かっぽうぎ（セルシー）　（新千里西町Nさん）
　焼魚定食が安くておいしい。家で魚を焼くと換気扇が汚れるし…。

かんてんぱぱショップ（千里山店）　（千里山虹が丘Iさん）
　中年の身には健康づくりのために寒天はうれしい。

ブーランジェリー ミニョン　（高野台Oさん）
　五月が丘にあるパン屋さん。ミニメロンパンが一番おいしい♪

さんきゅう寿司（千里中央地下）　（上新田Kさんほか）
　ランチサービス780円で、板さんのにぎりがいただける。ネタも大きい。

芋と大根（千里中央ヤマダ電機4F）　（藤が丘Hさん）
　バイキングなのに注文と同時に卵を焼いてくれる。デザートも充実。

ほとけ食堂四丁目　（千里山竹園Fさん）
　いつ行ってもおいしい！　前にある「味むら」も一流の味なのに庶民向け。

小野原倶楽部　（藤白台Mさん）
　素敵な食器と部屋の雰囲気が料理を一層引き立てています。

コメントは読者さんです。

みんなの力であかりを灯す
光のアートイベント開催！
●当日ボランティアさん募集！
（詳しくは千里市民フォーラムウェブで）

2013年11月9日（土）（小雨決行・荒天中止）
16：00（点灯開始）～20：00頃まで（予定）
こぼれび通り（新千里東町）～千里中央公園
千里市民フォーラム　http://senri-forum.com/
TEL 06-6875-7459　senricandleroad@gmail.com

※前回の写真日　時：
時　間：
場　所：
主　催：
問合せ：

千里キャンドルロード2013

いつ心をこめるの？今でしょ！

2013年11月３日（日）（雨天時場所変更）
10：30～15：00
弘済みらい園・のぞみ園 グラウンド（古江台6）
社会福祉法人 みおつくし福祉会
TEL 06-6871-8011（8012）

※前年度の写真日　時：
時　間：
場　所：
主　催：
問合せ：

第８回弘済わくわくフェスタ

子どもが主役の、模擬店やアト
ラクションなど。チケット（500
円）で全店舗回れます！※一部除外

主催：朝日新聞社、朝日新聞千里販売 ( 株 )、 千里朝日倶楽部
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

千里朝日阪急ビル 1F エントランスホール
19時開演 /20 時 終演予定【木】2013.12/19

曲目 ( 予定 )
＜第一部＞ ハンドベル演奏：赤鼻のトナカイ、もろびとこぞりて、ひいらぎかざろう、アメージン  
ググレイス、きよしこの夜
＜第二部＞アヴェ マリア、くちづけ、みそさざい、きらきら星変奏曲、クリスマスソング・メドレー
( ジングルベル・そりすべり・カンタータ・オーホーリーナイト )　他

Ｘ’ｍａｓメドレーで贈る聖なる夜

第 120 回千里 ASA-COM コンサート
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観覧無料
予約不要
入場自由

富士山（静岡県）
豊中市　やまババさん
　私の趣味は登山！　富士のご来光を
おがむことができました。 2013年8月撮影

私の田舎（京都府舞鶴）
豊中市　しーちゃん
　数時間の距離なのに、千里とのギャッ
プにびっくり。 2012年1月撮影

団地のアイドル（高野台）
吹田市　ゆうこりん
　団地の気まぐれネコ。なかなか近くで
撮らせてくれない。 2013年8月撮影

募 集 要 項

<投稿テーマ>
●お子さま、お孫さまの写真（お名前、生年月日）
●ペットの写真（ペットのお名前、性別）
●風景写真（撮影場所、日時）

応募は、〒住所、氏名（ふりがな）、ペンネーム、電話番号、ひとことメッセージを別紙に記入して
郵送かメールで下記へ。いただいた作品、写真は返却しません。（不採用の場合も同様）
●郵送〒560-0085豊中市上新田3-10-21千里朝日倶楽部宛 ●メール aclub@0843.co.jp

「目指すのは、五輪ではなく金メダル」

　体操王国ニッポンを見せつけ

た世界選手権男子体操の大活

躍。もちろん、女子も負けていら

れない。

　玉川体操クラブ（吹田市高野

台＝玉川学園幼稚園内＝）所属

の国際ジュニア日本代表安井若

菜さん（山田中学２年）は、９月

に横浜で開催された国際ジュニ

ア体操競技大会に、わずか４人

の日本代表枠の１人として出

場。16人中10位と、日本選手最

高の成績を残した。

　しかし、これまで二人三脚で

歩んできた藤林宏彰コーチは

「全然満足していない。この結果

は‘世界’を視野に入れてこな

かったのが原因」と話し、「目標

をオリンピック出場ではなく‘金

メダル’に変えなければならな

い」と、さらに一歩先を目指して

妥協しない姿勢を見せた。

　安井さんは「国際大会は２回

目だったけど、演技の前に名前

をコールされたり、日本の大会

と違う雰囲気に緊張する。今回

金メダルのベイリーキー（USA）

と同じ組で回れたことは勉強に

なった」と話した。

　コーチの指導はこれまで以上

に厳しくなるが「前向きに努力し

てみんなへ感謝の気持ちを忘れ

撮影：龍平 Ryuhei

ずに、夢に向かって頑張ります」

と安井さんの決心は強い。

　取材するたび心身ともに成

長を見せてくれる安井若菜さ

ん。「正直、筋力トレーニング

はつらいこともある」と少し

つらい表情も見せたが、「目

標は金メダル」と話すその瞳に

は、３年後、７年後の夢舞台が

はっきりと映っていた。　（岡野）

体操国際ジュニア日本代表・体操国際ジュニア日本代表・玉川体操クラブ（高野台）

目標はさらに一歩先へ！

安井若菜さん

夢に向かってがんばります！ 玉川体操
クラブの仲間たち

※当選は「ご案内状」のお届けに代えます。

お電話 （月～土（祝日除く）10～18時受付）

（期間中・24時間受付）

◆お申し込みはこちらへ締切日：11/5（火）18時

当選発表：11/8（金）※
・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。

整理収納・ライフオーガナイズ、個人向けコーディネート、カラーセラピー、そして強み発見コンサルなど、働く女性の快適な暮らしを応援する
ワードローブオーガナイザーとして活動中。(Muse Style 主催）

講師 谷川　亜希子　（たにがわ　あきこ）

アメリカ発の整理術
年末のお片づけが楽しくなる！年末のお片づけが楽しくなる！

定　員 / 16名

受講料 / 500円（会員外700円）
持ち物 / 筆記用具

カルチャー教室の

12月12日（木） １４：００～１５：００

「千里朝日倶楽部」で検索ＷＥＢ
（06）6872-0031

ライフオーガナイザーがお片づけのヒントを教
えます！　「空間や暮らし、人生を俯瞰し仕組化
する技術」～ライフオーガナイズって？　色ん
なお片づけがある中で、自分に合ったお片づけ
の方法は？　今のあなたはどんなお片づけの
傾向がある？そして利き脳チェックでタイプを
診断して、ストレスなくお片づけできるヒントを
お伝えします。

教室開催場所

ASA上新田店の２階
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豊中市上新田3-10-21
（06）6872-0031

徒歩：桃山台または千里
　　　中央駅から約 15 分
バス：桃山台乗車、上新田
　　　降車、徒歩約２分

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。

講師 川口　千恵子　（かわぐち　ちえこ）

羊毛フェルト教室
クリスマスのアクセサリー作りクリスマスのアクセサリー作り

定　員 / 16名
持ち物 /

受講料 / 500円（会員外700円）

タオル２枚、はさみ
12月３日（火） １０：００～１２：００

材料費 / 500円（会員外・会員外共通）

人気の羊毛フェルトでブレスレット
とネックレスを作ります。クリスマス
に合わせたデザインで、プレゼント
にもぴったり！　作り方を覚えれば、
どんどん応用がきくのも羊毛フェル
トの魅力です。

講師歴20年。その腕と人柄から教室は口コミで広がり、これまでに多くの生徒を持つ。現在は吹田市五月が丘で、季節のお花を使った「花教
室」を開いている。

講師 のせ　ひろこ

クリスマスリース作り
手作りリースでお家を彩りましょう手作りリースでお家を彩りましょう

定　員 / 12名
持ち物 /

受講料 / 500円（会員外700円）

イメージクラフト用はさみ、持ち帰り用
の袋11月29日（金） １４：００～１５：３０

材料費 / 2,000円（会員外・会員外共通）

クリスマスに向けて、モミの木を
使ったリースを作ります。飾りはまつ
ぼっくりや木の実などの自然素材。
まるでヨーロッパの田舎のお家に
飾ってあるような、ナチュラルでかわ
いいリースです。手作りリースで
ほっこり温かいクリスマスを過ごし
ましょう！

講義終了後、15時から15時30分まで
個別相談タイムを設けます


