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千里の朝日新聞が毎月お届けします

吹田のʻご当地アイドルʼ発掘！

「千里の一番星」みつけた

千里朝日倶楽部

さつきピューレ!

2014年

６月号

ちゃっきー
（﨑井千陽）

リーダーです ！
お 笑いトークも
お まかせく ださい！

全国各地で話題のご当地アイドルが吹田にもいます！
「さつきピューレ」は吹田市や商店会、大学などが主催
するイベントを歌やダンスで盛り上げて、
わが街を PR し
ています！

バルーンアートが
が得意な天然キャラ。
子どもがだいすき！

あさやん
（清水朝香）

ロケ地／千里南公園

「吹 田 市 盛り上 げ 隊 さつ きピューレ」は、

レイダース

「子どもたちに楽しんでもらいたい！」と言う

ちゃっきー、あさやん、あず、あんの女子大生４

あさやん
（清水朝香さん）は、ステージでバルー

人組で活動する ʻ自称ʼ 吹田のアイドル。初舞台

ンアートやジャグリングを披露するため、日々練

の平成 24 年３月以来、
『吹田まつり』
『すいたア

習中だ。
昨年 12 月に新規加入した双子のあずあん
（久保杏沙さん、杏奈さん）
コンビも
「吹田を盛り

アイドルと言っても所属事務所はなく、参加

上げるためならどこにでも行かせてもらいま

イベントを探すことや、衣装の用意などもすべ
ノーギャラ。
そんな活動が評価され「市報すい

田の人にも他の地域の人にも、吹田の良さをよ

た」に取り上げられたこともある。

り感じてもらいたいです」
と声を揃える。

吹田市のゆるキャラ﹁す

４人は将来の夢を「私達の活動を通して、吹

ス！
︵２０１２年︶

「もう夏がすぐ、近くまで来ているよ。お店に
僕とトマト』の歌詞ように、さつきピューレが大

ダーちゃっきー（﨑井千陽さん）は「自分たちを
育ててくれた吹田のために何かできないか？と
考えていたらアイドルになっちゃった！」
と笑う。

今年４月のロハスフェ

活躍する季節が待ち遠しい。

ぶっちゃけトークがトレードマークのリー

頼
ご依
出演こちらへ
は

京都国立近代美術館
5/27（火）〜7/6（日）

上村松篁展

近現代の京都画壇において格調高い花鳥画を
描き続けた上村松篁の足跡をたどる！

ミラノ ポルディ・ペッツォーリ美術館
華麗なる貴族コレクション

ルネサンスから19世紀にいたる華麗なる貴族
コレクションの数々を、日本初公開！

ご応募は

専用サイトで

「ありがとう」のプレゼントキャンペーン

VISAギフト券 …５名

10,000円分

専用サイトはこちら

円分

QUOカード …50名

3,000円分

千里賞

VISAギフト券 …20名

30,000
銀賞

●個人情報は賞品お届けの他、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あり。

６月25日

つむぐくん

…500名
まな板シート・号外縮刷版
朝日新聞社特製

www.asahi33.com/senri/

このプレゼントキャンペーンは、朝日新聞千里販売株式会社と朝日新聞社が提供しています。

【お知らせ】朝日新聞千里販売の担当エリアにお住まいの方が対象です（朝日新聞読者以外の方も可）。詳しくは専用サイトへ。

・入場無料
・予約不要
・200席（立見可）

パーカッション＆コントラバス

まで

新聞
朝日

特賞

朝日新聞

■応募のきまり 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「消
費税が上がって変わった生活」を明記。6月9日
（月）必着。当選発表は発送に代えます。
あて先：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

金賞

《孔雀》昭和 58（1983）年 京都国立近代美術館

受付け期間

千里朝日倶楽部に関する簡単な質問にお答えください。
抽せんで合計575名様に豪華プレゼントを進呈します！

新聞ソムリエ
こころちゃん

ピエロ・デル・ポッライ
ウォーロ ≪貴 婦 人 の 肖
像≫ 1470 年頃

第122回千里アサコムコンサート

千里朝日倶楽部

検索

スケジュール等でご依頼に応じられないことがあります。

ウクレレ

地域の皆様に愛されて15年

あべのハルカス美術館
5/31（土）〜7/21（月・祝）

さつきピューレ ブログ

撮影／龍平
構成・文／岡野

撮影／龍平 構成／岡野

いずれも５組（計10名）に進呈！

あん（久保杏奈）

並ぶ旬のトマトおいしい季節」。持ち歌の『君と

スタ
︵万博公園︶
に出演

梅花女子大学４年生。梅花中学校チアリーディング部創
設時からレイダースと歩み、現在、日本のみならず世界でも
名をはせる梅花女子大学レイダースの副キャプテンを務め
る。
「2013年のジャパンカップは３位で悔しかったが、
ミス
をして得たものも多かった。今後は難度だけにこだわらず、
気持ちに余裕を持って自分たちの演技を」
と話す。目標は
「ジャパンカップ優勝」。
「私たちと同じ時間帯に体育館に来
て見守ってくれる三浦先生、疲れて帰って機嫌が悪い私を、
いつも優しく応援してくれる両親に感謝している」
ニックネームはのんちゃん。

す！」
とメンバーのʻ愛街心ʼは本物。

て自分たちで行う。
しかも、基本的に出演料は

いたん﹂とすいたんダン

藤井 望さん（千里在住）

あず（久保杏沙）
あずの妹です。
見分け方は前髪を
分ける方向♪

ジアンフェア』
『選挙啓発イベント』
『ロハスフェ
スタ』など数多くのステージを経験した。

千里朝日倶楽部会員様 PRESENT

双子の姉です。
こう見えても空手で
戦えるんです！

梅花女子大学 チアリーディング部

2014 年

5 30
月

1８：３０開演

日
（金）（１８：００開場）

2014

6/24 ● 19：00開演
火

（20：00終演予定）

千里朝日阪急ビル1Ｆエントランスホール

千里朝日阪急ビルＡ＆Ｈホール（豊中市新千里東町1-5-3）
料金（税込）

2,500円

◎全席自由席
※未就学児の入場はご遠慮ください。

● お楽しみ抽選会開催 ●
『米朝一門』オリジナルグッズが当たる！

●チケット販売・お問い合わせ

朝日新聞千里販売

6872-0031
FAX （06）
6872-0034
TEL （06）

Email aclub@0843.co.jp

■主催：朝日新聞千里販売㈱ ■後援：㈱アサヒ・ファミリー・ニュース社/千里朝日阪急ビル管理㈱ ■製作協力：米朝事務所

Percussion

池田 安友子

Ukulele

福原 直樹

Contrabass

佐々木 善暁

司会：浜田晶子（朝日放送ラジオ “世界名曲大全集” パーソナリティー）
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

カルチャー教室の

◆お申し込みはこちらへ

締切日：6/9（月）18時

6872-0031

お電話（06）

当選発表：6/16（月）※
※当選発表は「ご案内状」のお届けに代えます

ＷＥＢ「千里朝日倶楽部」
で検索（期間中・24時間受付）

リフレッシュ！ヨガ

新御堂筋

この 時 期 に ぴったりの、グレ ープフ

良く心身のバランスを整えて、カラダの

ルーツを使った涼やかなアイスセパレー
トティーをどうぞお楽しみください。

7月11日（金）/7月18日（金）/7月25日（金）
１４：００〜１５：３０

受講料/

まきこ）

1,500円（会員外2,000円）

●３回分の受講料。途中欠席返金不可。

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。

7月19日
（土）
講師

原田 陽子

(はらだ

１４：００〜１５：３０
ようこ）

AKIRAの

No.10

下ばっかり向いてます。段差に注意。はい、外に出たとき

エンドロールあがって場内が明るくなる。オカン来ない。
う〜ん、肩

る。たえず前方の障害を注意している。そして回避。おこたるとガタン

だるくなるの。建設前、図面の段階で利用者目線になって気付いてほ
しかったな。

ロボット生命体が暴れまくるSFアクション映画『トランスフォー
マー』
シリーズが好き。車からロボに変形する映像のカッコいいこと。
行く手に階段を発見！ ギュイーンと車椅子が滑らかに形を変えて
やらずの帰り道、オカンに話したら鼻で笑われた。

（後半は脚色ですが）映画の優しい余韻を象徴するような出来事を

岸部つくし

にアクセス！

■ケータイで

んでて〜ん。ほな帰ろか」

れなさを和らげる人との出会い、一期一会の嬉しさにあふれた人間

雲のダイナミックに元気がわく。たまには、上を向いて進むのも悪く

ドラマ。孤独に気付いてくれる人、応援してくれる人は必ずいる！ そう

ない。

右の QR コード
からアクセス！

○一度登録すると毎月自動的に会員証が
送られてきます。
○「0843.co.jp」
より受信可能に設定を。

㊧豊中ジュニアチアリーディングクラブシュガーラビッツ
のチア大好き姉妹です︒チアをしてると元気になれるから
大好きです ︵チア大好きっ子さん︶

㊧入学祝いに 祖母から絵手紙がとどきました︒先生に
︵ゴリラさん︶
なる夢に向けて中学校生活 がんばるぞ！

参加しないともったいない 厳選イベント!

6/16 ローズマリーの挿し芽の講習会

!!

㊤「浮世絵：不二見原」を草花や葉を押し、絵具代
わりに描いた作品です
（ケイトウさん）

【投稿募集中】
〒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 ●メール aclub@0843.co.jp「投稿写真」係あて

「セーフだ !!」「アウトだ !!」
古江台少年野球部㊧と
津雲台少年野球クラブ

■スマートフォン・タブレットで

http://0843.co.jp/scard/

自動ドアを抜けて外に出る。空を見上げるとまっすぐのびた飛行機

「タイムリー！」
千里ツインズ

「ないしょばなし」
佐竹台ストロングアロー

恒例
の

「舌きりスズメ」
たちが登場！

面白いおばけ

おなじみの昔話『舌きりスズメ』を劇団み
のむし風人形劇でお届けします！
よくばり婆さんのツヅラから、出るわ出る
わ、一つ目小僧、ろくろっくび、ガイコツ、
かっぱなどなど。
こわくて面白いオバケたち
が次から次へと出てきます。
「こんなおもし
ろいの見たことない！」
と大評判！
！

７月29日（火）13：00〜14：00 A&Hホール（千里中央・千里朝日阪急ビル)
ご注文 ℡ 06-6872-0031・aclub@0843.co.jp
300 円 / 当日 500 円

上演

2013年

料金

前売

※大人・子ども同額
※１歳未満無料

※定員先着250名。毎年入場券は売り切れますので、お早めにお買い求め下さい。主催：朝日新聞千里販売㈱/千里朝日倶楽部

ムーンジュニア
「ちょっ待てよ！」
吹田クープス

掲載無料 aclub@0843.co.jp

す●出演:甚兵衛会有志●無料●電話
080・6169・2617 浪華家遼之助(緑)

6月16日（月）10時30分〜12時、千里文
化センター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）
にて● 秋 澤 孝 子さんによるローズ マ 6/29 さくらんぼ種飛ばし 豊中グランプリ
リーの挿し芽の講習●定員は30人、先 6月29日(日)11時〜14時(受付は10時40
着順。6月2日(月)10時から申込み●06・ 分〜)、せんちゅうパル特設会場(新千里
6831・4133
東町1-3)にて●大阪国際空港就航都
市・山形県東根市の特産品サクランボ
6/22 第四回コラボ寄席
「佐藤錦」を使用。参加賞あり●定員は
6月22日(日)12時〜、豊中市千里文化セ 500人、当日会場、先着順●06・6858・
ンター「コラボ」2階多目的スペース(新 2096 豊中市空港室
千里東町1-2-2)にて●古典落語、創作落
語など皆様に楽しい笑いをお届けしま

「手と手を取り合って」
山田スパークス

藤白台少年野球部
※一部朝日旗大会以外の試合も掲載しています。

ASA スタッフ募集

劇団みのむし糸あやつり人形芝居

桜井谷少年野球部

※最新の提携店リストは「千里朝日倶楽部」
ウェブで

体験できてスゴく嬉しかった。

北口までを結ぶ阪急電車今津線を舞台にした群像劇。日々のやりき

朝日おこさまにんぎょうげき

南千里ジャガーズ

提携店でおトクなご優待 !!
モバイル会員証をゲット

ニコニコしてロビーにたどり着くと買い物袋をさげた母が「レジ混

ある時のこと。
『阪急電車 片道15分の奇跡』を観た。宝塚から西宮

ムーンジュニア関本祥汰郎くん㊧と、千里ツインズ坂本翔くん

教室100円引クーポン付き

「ありがとうございます！」
「いえいえ、お気をつけて！」
「今度、お茶しましょう！」
「ええ、良いですよー」

に。上映終了の頃合いに戻ってきて合流。帰宅の流れ。

「大注目投手・２人のショウ」

津雲台少年野球クラブ

ボヤキ終わってもまだ来ない。モジモジしていると退場したカップ
ルが戻ってきて座席から車椅子への乗り移りを手伝ってくれた。

フラットな場所まで運んでくれたらバリア解消！ 観賞後の興奮覚め
映画はほとんどひとりで観ている。座席についたらオカンは買い物

「踊るように投げる」
南千里ジャガーズ
土井主将

竹見台
マーケット
至南千里

前号のアンケートで「千里のご当
地もん」をたずねたら、たけのこ、
く
わいなどの特産品のほかに、美味し
いお店を教えてくれる方もたくさ
ん。ぜひ今後の取材の参考にさせて
もらいます。吹田のご当地アイドル
さつきピューレも、応援どうぞよろし
くお願いいたします。 （おかちん）

が凝った。車椅子スペースが最前列でスクリーンとの距離が近くて首

となって腰を痛める時があるから自然と視線は下を向くのです。

TSUTAYA

編集後記

AKIRA（あきら）/車椅子の映画感想家／フリーラ
イター／ガンバ 大 阪 サ ポーター（豊 中 在 住）
『Akira's VOICE』
と
『ガンバ応援From北摂』
でブ
ログ更新中。本紙には平成25年9月号から連載。

伝えるメッセージに涙が出た。

の話です。車椅子に乗っていると歩道のちょっとした段差が気にな

ココ
２階

ASA上新田店の２階
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

千里中央にて紅茶教室”MoteaRoom(モッティールーム）を開講。大阪・京都で出張レッスンの講師としても活動中。
日本紅
茶協会認定ティーアドバイザー。中国政府公認国家資格 評茶員（お茶のソムリエ）。http://ameblo.jp/motearoom/

今回も僕の「映画生活」を、
これまで観
た作品を添えてコラムにしてみました。

車いすの映画感想家

定 員 / 20名
（お持ちの方は）
持 ち 物 / エプロン、
できるだけ透明なトール
グラス
受 講 料 / 500円（会員外700円）
材 料 費 / 500円

バス停

定 員 / 12名
持 ち 物 / タオル・バスタオル・飲料
水（必要な方）

（ティータイムあり）

デイリー
カナート

桃山台駅

奥からキレイにしていきましょう。

●充実の３連続講座！

上新田
バス停

焼肉
但馬屋

今回は作り方を学んでいただきます。
7月19日
（土）

きます。ヨガのポーズや呼吸法で気持ち

【紙上】少年野球写真展

第38回朝日旗争奪千里NT少年野球大会ただいま
熱戦中！ 千里朝日倶楽部配布エリアの出場チームを
中心に、選手たちのかっこいい表情をお届けします！

N

不二家
レストラン

い２層に分かれたセパレートティー。

自分と向き合い、根本的な改善をしてい

(なかむら

至千 里 中 央

雑誌や新聞で話題の、見た目も美し

いただける日常生活に役立つヨガです。

朝日新聞千里販売スポーツ

教室開催場所

グレープフルーツのセパレートティー

はじめての方でも安心してご参加して

中村 真紀子

・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。

アイスティー講座

カラダとココロの健康が一番！

講師

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

「私たちと一緒に働きましょう！」

提携店変更情報

配達スタッフ／集金スタッフ／折込みスタッフ／エリアスタッフ（総合職）／業務スタッフ／営業専門スタッフ
まずはお電話を 06-6872-0031（店舗によって募集職種は違います）

朝日新聞は今年で創刊135周年。
日頃のご愛
読に感謝して、毎号各店スタッフが紙面を通
じてご挨拶いたします。

撮影／岡野

提携店は毎月増減する可能性があ
ります。詳細はこちらの欄でお知らせ
しますが、千里朝日倶楽部ウェブから
最新の提携店一覧がダウンロードで
きますのでご利用ください。

千里朝日倶楽部配布エリア

おかげさまで朝日新聞135周年

ASA千里桃山台よりご挨拶

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）

のお店で、毎年千里たけみ小学校の生徒たちが「町た

次号発行日

こんにちは！ ＡＳＡ千里桃山台は、地域環境密着型

6月29日
（日）発行予定です。

んけん」で遊びにきます。今の季節はツバメもやってき
て巣を作り、子育てに専念しています。
こんなにぎやか
なお店ですが、
どうぞ宜しくお願いいたします。
（ＡＳＡ桃山台店長橋本）
撮影／難波

●取材掲載依頼・提携店希望・ご意見

橋本 浩臣

井上 斉和

江野村 博

桃山台地域を担当してい
ます。TPOに合わせたメガ
ネがトレードマークです。

春日、千里山竹園地域を
担当しています。趣味は神
社仏閣巡りです。

竹見台地域を担当してい
ます。ホームセンターで道
具を見るのが好きです。

メール
電

aclub@0843.co.jp

話 （06）6872-0031

ＷＥＢ ブログも充実しています！

http://0843.co.jp/aclub/

