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Program
＜第１部＞ ハンドベル演奏：赤鼻のトナカイ、もろびとこぞりて ほか
＜第２部＞ アヴェ・マリア、くちづけ、みそさざい、きらきら星変奏曲 ほか

X’mas メドレーで贈る聖なる夜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

（豊中市新千里東町 1-5-3 ／千里中央駅下車すぐ）
千里朝日阪急ビル１階エントランスホール千里朝日阪急ビル１階エントランスホール千里朝日阪急ビル１階エントランスホール
201312 19/ （木）

19:00 開演
（20:00 終了予定）

（音楽サロンくつろぎ）

　ハロウィンイベントが10月27日、古江台

地域の子どもたち140人が参加して開催

された。

　イベントが実施されたきっかけは、昨

年の千里ニュータウン50周年記念事業の

“子ども未来フォーラム”で、当時古江台小

学校６年生だった北川実弥さんと樅木

（もみき）瞳さんが「ハロウィンを開いて地

域の方と触れ合いたい」と話したこと。

　その想いを福原早紀さんらが受けと

め、地域の世代間交流を目的としてイベ

ントを企画し、実行委員会を立ち上げた。

　古江台小体育館で12チームに分かれ

た子どもたちは、ワクワクした様子でリー

ダーと共に行き先を確認して出発。

　受け入れ先の細川寿栄さんが、黒猫の

お面と魔女の帽子を身に付けて出迎える

と、子どもたちはビックリしながら「ありが

とう！」とお菓子を受け取った。

　細川さんは「ハロウィンを通じて子ども

らの顔がわかった。これからは挨拶や声

かけを気軽にできる」と話した。

　２年生の子どもの保護者は「最近は閉

鎖的な社会だと思っていたが、地域の方

が優しく受け入れてくださって驚いた。来

年もぜひ参加したい」と話していた。

　福原さんは「来年はもっと多く方の協力

が得られれば」と願っていた。　（難波）

魔女やお化けなどにふんした、140人の子どもたちが古江台小学校に集結。
地図を片手に、古江台1~6丁目の登録されたお宅を訪問した。

古江台 街ぐるみで関わるハロウィン

訪問宅でたくさんお菓子をもらって、子どもたちは大喜び！ 仮装をして、子どもたちを逆に驚かせた細川さん

　11月９日、千里中央公園とこぼれび通りで、千里NTの人口とほぼ同じ９万

個のキャンドルを灯す「千里キャンドルロード2013」が開催された。

　昨年度（千里南公園）に続いて２回目で、今回も市民が主導となって運営。

ワンコインスポンサーの募集や、地元企業からの協賛金集めのために奔走

し、多くの協力を得た。

　実行委員の高向正和さん（39）は「当日ボランティアさんの参加など、キャ

ンドルの本数分の想いが結集し実現できました」と話していた。　　（岡野）
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ターナー展 英国最高の風景画家
ペアチケット

今日なお英国最高
の巨匠と称賛され
るジョゼフ・マロー
ド・ウィリアム・ター
ナーの展覧会。
・2014年1月11日（土）～
  4月6日（日）
・神戸市立博物館

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あなたの新しい年の抱負（目標）
を明記。12月4日（水）必着。当選発表は発送で代
えます。（12月中に発送予定）

あて先：千里朝日倶楽部プレゼント係
【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

《ターナーの自画像（W. ホウル [ 子 ] による版画）》
　1859-61 年出版 エングレーヴィング／紙
　画像 :15.0x12.0cm © Tate 2013-2014

'13日本空手道糸洲会関西地区少年少女空手道選手権大会

糸洲会吹田支部

空手
10月20日、大阪府立体育会館で「日本空手道糸洲会関西地区
少年少女空手道選手権大会」が開催されました。大会は型と組
手の二部構成で、片山体育館を練習場とする糸洲会吹田市部
から、多くのメダリストが出ました。

見所ココどこ？
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歩いて楽しむ千里の街路樹

街は葉っぱのパレット
歩いて楽しむ千里の街路樹

街は葉っぱのパレット
　ニュータウンの街路樹が美しく色づいています。開発前は主に竹

林だったこの街に、どうしてこんなに多様な樹木が植えられたのか？ 

そのヒミツにも迫りながら、住区ごとの象徴的な樹木をご紹介。

　いつもの道をゆっくりと、落ち葉片手に街路樹を楽しみましょう。
アドバイザー:奥居武さん　参考書籍:「葉で見わける樹木」林 将之著/小学館

［百合木］

②新千里西町
地図番号

［秋楡］

［春楡］

⑨竹見台
地図番号

⑤青山台
地図番号

［南京櫨］

⑥藤白台
地図番号

50%

「Garden-city千里ニュータウン」/千里センター 
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（千里ニュータウン）

ユリノキ
　とにかく大きくて目立つ葉。
何かに似てると思ったら、ハン
ガーに掛けた「Tシャツ」。チュー
リップツリーとも言われる。穴を
開けると仮面になるかも。あな
たは何に見えますか？ 北アメリ
カ原産。

アキニレ

ハルニレ

　竹見公園周辺道路に連なる。
紅葉は地味だが葉っぱにツヤ
があり、朝夕の陽光を照らして
美しい。文字通り秋に開花する
本種と、春に咲くハルニレがあ
る。葉っぱは独特の臭いが。

ナンキンハゼ
　青山台～古江台にかけて多い。赤黄
紫と大変美しく紅葉する。その名の通り
中国から渡来し、昔は種子からロウを
とった。

　竹見公園のアキニレの並びに、
ポツンとハルニレが植えられてい
る。見つけられたら植物博士!?

　道に落ちた種子を踏むと「パ
キッパキッ」と気持ちの良い音
がする。

［楓］フウ

見所ココどこ？
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見所ココどこ？

ヒント：竹見公園のそば

千里ニュータウン街路樹豆知識
いろんな種類の樹木を植えた理由は？

住区（青山台、藤白台…）ごとに樹木を変えることで、
それぞれの街の個性を出そうとしました。また、病害
虫発生時に、一斉にダメージを受けるのを防げま
す。
どうして外来種が多く選ばれたの？

国産に比べ費用が安かったのと、生長スピードが早
かったからです。「これまでの日本にない街」を目指
す意味もあったでしょう。

①新千里北町

「葉っぱで探そう」各住区で見られる街路樹

③新千里東町サクラ

④新千里南町イチョウ

⑦古江台シンジュ

※「Garden-city」を参考に、千里ニュータウン開発当初に各住区に植えられた「街の木」を主に取り上げています。現在の主な樹種とは違う場合があります。

色づく時期が早く、落葉後は紅葉のじゅうたん
を敷きつめる。虫がつきやすいが匂いが良い。

秋の紅葉だけでなく、春は新芽の薄い赤色、紅
紫色などが楽しめる。中国原産。

オスとメスがあり、ギンナンの実をつけるのは
メスの木。南町には珍しいリンゴ並木も。

「神樹」。生命力が強く野生化しやすい。別名は
ニワウルシだが、かぶれることはない。中国。

チャンチン ⑧津雲台

⑩高野台ケヤキ

⑪桃山台シダレヤナギ

⑫佐竹台モミジバフウ

南千里駅～山田駅のなだらかな坂道や、団地
内の道路に多い。年により美しさに差が出る。

津雲台小周辺の並木路は見事。あと50年もす
れば ‘御神木並木’になる??

‘幽霊の木’と嫌われがちで、随分少なくなっ
た。団地の周りや土手の上に見つけられる。

菩提池の並木が特に美しい。シーズンには深
紅に染まり、目を見張る。北～中央アメリカ。

クスノキ

　「三色彩道」は吹田随一の紅
葉スポット。写真のタイワンフ
ウの他に、アメリカフウ、トウカ
エデも見事。これらの葉は火付
きが良く、焼き芋にもぴったりら
しい。中国原産。

「三色彩道」

教室100円引クーポン付き

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12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」No164/2013.11.24 ○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（12月27日発行）
次号は繰り上げ発行になります。
ご注意ください。

吹田市江坂町 2-2-9
06-6310-1682
www.110298.com

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？…

新提携店！

焼き肉酒場 最上屋（江坂）

●紙面配布エリアは？…

電　話 （06）6872-0031
メール aclub@0843.co.jp
●取材掲載依頼・提携店希望・ご意見

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

おかちんは自然の植物が
好き。でも、今回の取材で
街路樹にも愛着がわきま
した。名前を覚えると好き
になる。不思議です。

この号を制作中、編集部
共有のハードディスク（記
憶装置）が壊れてしまっ
て、大変な思いをしました
…！ めげないもん。

個人・団体に限らず、学校や
地域で取り組んでいること
をお知らせください。提携店
も随時募集中です。
●取材や提携が可能かの判断は当社
の基準で行います

＜特典内容＞
お食事代6,000円以上で

1,000円OFF！
「当店は25名様まで団体利用可能」

もらってうれしかったプレゼント クリスマスプレゼントの参考に‥

読
者
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ドラえもんの目覚まし時計　（山手町Iさん・47歳女性）

　思いもよらぬプレゼントだったからうれしかった。

パールのプレゼント　（新千里北町Kさん・57歳女性）

　姉から。何歳になっても宝石ですね。（安いと思うけど）

母の日の肩もみ券　（藤白台Iさん・61歳女性）

　娘が幼稚園のときに。30年後の今も有効です。

カーネーションなどお花　（上新田Tさん・66歳女性）

　娘から。他にクレマチスや蘭など。花が大好き。

双眼鏡　（新千里東町Kさん・70歳女性）

　息子夫婦から。10年程前から運動を兼ねて野鳥観察。

食事券　（新千里北町Yさん・49歳女性）

　家族や友人と食事をするキッカケになるから。

宝塚のチケット　（上新田Tさん・47歳女性）

　宝塚のファンなので。

ギフト券・図書券　（上新田Tさん・32歳 ほか）

　やっぱり好きなモノを自分で買いたいから！

タイガースグッズ　（千里山東Mさん・64歳女性）

　タイガースファンだから。

高級傘　（新千里東町Hさん・42歳男性）

　いい傘を初めて使えた。さすがにこれは置き忘れない。

30年も続いている肩もみ券に
感動しました。中高年の方に
はその人の趣味に合ったもの
を。若い世代には商品券が受
けるみたいです。

秋の火災予防運動 11月9日は119番の日。その日にちなんで防火防災カーニバルが千里
阪急百貨店の屋上で開催された。

の中井謙太郎さんは、「ダンスを１つの手

段として、子どもたちにAEDの大切さや興

味を持ってもらえれば」と話した。

　日頃の防災に対する意識を深めるこの

イベントの重要性を感じた。　　（難波）

　豊中市北消防署の主催で行なわれたこ

のイベントは、特に子どもたちへの防火

防災教育が目的。

　訪れた親子連れは、防災について学ぶ

スタンプラリーに参加。救急コーナーや水

消火器体験、煙中避難体験へ、親子で楽し

みながらチャレンジしていた。

　メインイベントは、ステージ上で実際に

起こった救急現場を再現し、心肺蘇生法

やAEDの使い方を説明する劇とブレイク

ダンスパフォーマンス。

　ダンスメンバーの１人、南消防署所属
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 今回で３回目となる千里たけみ小学校

２年生によるまち探検。10月22日に1、2組

の児童８名が、ASA千里桃山台に来てく

れました。

　ちびっこ探検隊はお店に入ると、目を輝

かせながら「新聞は何文字ある？」など、熱

心に質問を投げかけていました。　

　１組担任の織田先生は「生徒たちが自

分たちの町を探検することによって、地域

の方や施設に愛着を感じ、竹見台が素敵

なところだと思ってくれれば」と、この取り

組みの目的を話してくれました。 （難波）

「まち探検したよ！」

みんな～朝日新聞に来てくれてありがとう。また来てね！

～千里たけみ小学校・生活科学習～

あおくん（４歳）たけとくん（５歳）
豊中市　るりあさん
　パパやお兄さんを見て
野球が大好きに。将来は

「野球戦士」になりたい！

吹田市　そるとママさん
　さすが野生児！竹馬５
段でトラック１周がんばり
ました！

れんちゃん（３歳）
豊中市　のりんこさん
　この夏一番のキュート
な写真を選びました！

ミカサ ♀
豊中市　にしやんさん
　掃除機と戦えるお転婆
な女の子です

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

舟を編む

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！

書くことが好き！

もっと言葉の知識を深めたい！

と思えた映画が『舟を編む』でした。

日常に存在する様々な言葉の意味を説き明

かす語釈。それを用例採集ノートに埋めてゆ

く膨大な作業、長い歳月をかけて辞書作りに

邁進する様子にワクワク。

うんちくとユーモアに満ちた世界感の静かな

筋運びが心地良い。

辞書が抱える百パーセントの完成形が存在し

ない壮大な奥深さと、小さな努力を積み上

げてゆく人間の生命力が融合して活気へと結

びついていた。

出会いと別れを繰り返しながら人と人が支え

合う関係こそが新たな感情を生み出し、未来

を紡ぎ、言葉を磨いてゆくんやね。

というわけで僕のサポーターも随時、受け付

けておりまする。ファンレター来るかな。

主演女優からメール届いたらどうしよ。あた

ふたするね確実に！

妄想しつこい。はい！

辞書はただ分厚いだけじゃない。

中身は宇宙に匹敵するほどのロマンと知識が

詰まっている！

好奇心を刺激される興味深い映画でありま

した。言葉と向き合って格闘すると世界が広

がる！AKIRA 考案『映画』の語釈：心を活

気づける疑似体験。

原作『舟を編む』（三浦しをん）／監督：石
井裕也/ 音楽：渡邊崇／脚本：渡辺謙作／
出演：松田龍平,宮崎あおい,オダギリ
ジョー, 黒木華,浪岡一喜 ほか／2013 日本

AKIRA小学生の頃

第86回米国アカデミー賞外国語映画賞部門日本代表作品

車いすの映画感想家

AKIRAの
ベストセラー小説の映画化。辞書＜舟＞を

編集する＜編む＞人達を描く物語。

※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：12/2（月）18時

当選発表：12/5（木）※
・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。

カルチャー教室の

「千里朝日倶楽部」で検索ＷＥＢ
（06）6872-0031

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 12 分
バス：桃山台乗車、上新田
　　　降車、徒歩約２分

受講料2,500円（会員外2,700円）

受講料500円（会員外700円）

クリスマスリース作り
11月29日（金） 14:00～15:30
まつぼっくりや木の実などの自然素材で。

アメリカ発の整理術
12月12日（木） 14：00～15:30

ストレスなくお片づけできるヒント。

「先着順」で受講可能！
●下記講座は先着順で当選 ●お電話ください ○材料費込

1月17/24/31日（金）
●充実の３連続講座！

１４：００～１５：３０

ジャズダンス・エアロビクス・ピラティス等の指導を経て「YOGA in LIFE」をモットーに、地域の公共施設やスポーツクラブなどでヨガ指導者とし
て活躍中。

講師 中村　真紀子　(なかむら　まきこ）

リフレッシュ！ヨガ
カラダとココロの健康が一番！カラダとココロの健康が一番！

定　員 / 12名
持ち物 /
受講料 / 1,500円（会員外2,000円）

タオル・バスタオル・飲料水（必要な方）

●３回分の受講料。途中欠席返金不可。

はじめての方でも安心してご参加い
ただける日常生活に役立つヨガで
す。新しい年、ヨガのポーズや呼
吸法で気持ち良く心身のバランスを
整えて、カラダの奥からキレイにし
ていきましょう。

地域の公民館や福祉施設などで、折り紙を教えるボランティア活動を行っている。

講師 オリガミクラブ

鶴の折り紙作り
おめでたい正月飾りを折り紙でおめでたい正月飾りを折り紙で

定　員 / 16名
持ち物 /
受講料 / 500円（会員外700円）

特になし
12月16日（月） １３：００～１５：００

材料費 / 150円（会員外・会員外共通）
○置き台は希望者に別売り（後日お届け）

表裏が金と朱の和紙を利用し、見事
に羽を広げる鶴を折ります。たった
１枚の紙から、思わず息を呑むおめ
でたい鶴の姿が現れます。

幅約40cm

※金屏風や紫の風呂敷はイメージ撮影用です。

※後半30分は個別相談タイム

goo.gl/maps/BUkOi

た様子で話した。

　８回目を迎えるこのイベントは、準備か

ら実施・片付けまで、園で生活する子ども

たちが中心となって行われた。

　弘済みらい園施設長は「職員やボラン

ティアはあくまで支援。大変だろうが、子ど

もたちが主人公となって運営し、このイベ

ントを通じて自信をつけてもらいたい。ま

た、地域の子ども会などとの交流の場に

もなっている」とねらいを話した。

　実行委員長のホクト君は「看板作りや

規則決めが大変だったけど、無事開催で

きて良かった。来年委員長になる後輩に

は、お客さんへの挨拶など基本をアドバ

イスしたい」と目を輝かせた。　　（岡野）

　大阪市立弘済みらい園・のぞみ園グラ

ウンドで11月３日、弘済わくわくフェスタ

（みおつくし福祉会主催）が開催された。

　和太鼓やダブルダッチなどのステージ

演目や、多くの屋台が出店し、古江台地区

住民らを含め総勢500名の参加者でにぎ

わった。

　行列のできた焼き鳥屋台で必死に串を

返していたダイキ君とコウキ君は「お客さ

んがたくさん来てくれて忙しいけどうれし

い！」とコンビで息をはずませた。

　近隣から初参加の幼い子ども３人連れ

家族は「500円※のチケット１枚で子ども

たちが楽しめるのはうれしい。良いイベン

トなのでもっと広報してほしい」と満足し

「いつ心をこめるの？今でしょ！」を合言葉に、第８回弘済わくわくフェスタが開催
されました。地域の方が楽しむ様子やイベントのねらいなどを取材しました。

弘済わくわくフェスタ

小雨がぱらつくなか各ブースには大勢のお客さんが集まった 実行委員長を務めたホクト君

こうさい

※バザー収益は東日本大震災の被災動物の支援に使われます。

調理、深夜のテント巡回など、地域ボラン

ティア、保護者、学校などの熱心なサポー

トで実現した。

　子どもたちは、テントを固定するペグ

（釘）を地面に打ち付けるのに苦戦する

も、グループで協力しテントを張った。ま

た青空教室では、バーベキューで使うさ

まざまな野菜の調理法も学習した。

　４年２組の白井綾乃さんは「お肉が美

味しく、バーベキューが楽しかった。夜は

テントの中でお友達とたくさんしゃべっ

た」と笑顔を見せた。保護者の木下博之さ

んは「自分で考え行動する大切を知って」

と話していた。　　　　　　　　（難波）

　11月2日から3日、桃小校庭でロゴス

コーポレーションが主体となり「ロゴス街

キャン！ プロジェクト」が開催された。

　ロゴス社がキャンプ用品を貸し出し、ス

タッフも派遣。キャンプ場に行かなくても

気軽に身近でキャンプが楽しめる環境を

提供した。

　このプロジェクトを活用し、ももっこサ

ポートチームのお父さんと1泊2日の校庭

キャンプを企画した大田校長は「このキャ

ンプで、子どもたち同士が仲良く協力して

取り組むことの大切さを知り、チャレンジ

精神も養ってほしい」と話した。

　この体験学習は、食材の下ごしらえや

桃山台小学校の校庭がキャンプ場に早変わり。希望者の４年生児童56名が
テント設営やバーベキューの仕方などを学ぶキャンプ体験学習に参加した。

校庭でキャンプをしよう！

みんなで設営したテント。すぐさま寝袋を広げて夜が待ち遠しい様子でした 晩ごはんはバーベキュー！ 楽しかったね


