﹁自由な時間は何をしていましたか？﹂ユニークな質問が飛んだ︒

No171/2014.6.29 ○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

府立千里高等学校

府立千里高校はスーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）の指定を受け、科学・技術の幅
広い分野で活躍し、国際社会の発展に貢献できる人材を育成している。
その一環として総
合科学科の生徒を対象に、NASA元宇宙飛行士によるサイエンス・レクチャーを実施した。
写真／松浦先生・難波 文／難波

にしてもらおう」
と大阪府立千里高等学

することがもっとも大切」
と生徒たちを激
励した。

生徒160名を対象に、NASA元宇宙飛行士

差しで聴講し、質疑応答では「宇宙食はど

ジョン・A・マクブライド氏（70）による特

んなものがあるか」や「自由な時間がある

別講演会が開催された。

ときは何をしていたか」など、積極的に質

米国出身のマクブライド氏は、1984年
にスペースシャトル「チャレンジャー号」
やミッションを行って帰還した。
講演では、宇宙飛行士になった動機

ため池を利用した
棚田の作り方

７月号

2014年

千里地域の

田んぼを探そう！

今年は春から初夏にかけて雨が少なく、千里地域は遅い
田植えになりました。数は減りましたが、田んぼは千里に緑

と涼を届けてくれます。大切に育てられている地域の田ん
ぼを、のんびりとめぐってみませんか？

千里地域は大きな川がないため、高い土地に写真のようなため池を
作り、そこから水を引いて水田を作ることが多い。またため池や水田
には、洪水を防ぐ調整池のはたらきもあるという。千里山高塚の小さ
なため池も、その下に棚田がある証拠だ。

写真／岡野・難波 文・構成／岡野

問していた。
熱心にメモを取っていた栗生翼君は
「携帯電話やノートパソコンなど、宇宙で
開発された最新のテクノロジーがすでに
私たちの身の回りにあることを知り、宇宙

や、
スペースシャトルのパイロットになる

が身近に感じられ興味が湧いた」
と話し、

までの経緯を話した。
また、厳しい訓練の

黒川雄平君は「まだこの宇宙にない、人

様子や、スペースシャトル打ち上げの瞬

に役立つものを作りたい」
と宇宙に夢を

間、無重力での移動や食事の体験などを

膨らませていた。
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写真や映像を交えながら語った。
マクブライド氏は生徒たちへ「夢を叶

だよ」
とが大切
こ
る
す
勉強
「人生は

えるために、今から10年、15年後の準備
を始めてください」
と話し、そのためには
「Study, Study, Study 人生において勉強

参加しないともったいない 厳選イベント!

新田南祭り

7/12 千里コラボ大学校
7月12日（土）14時〜16時15分、千里文化セン
ター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）にて●三上亜
弥さんによる
「三線の音色で沖縄を旅しよう」●
定員は70人、先着順。7月10日(木)まで受付。保
育は要申込み●電話06・6831・4133

7/19 子育て講座
7月19日（土）午前10時15分〜正午、のびのび
子育てプラザ（吹田市山田西4丁目2-43、夢つ
ながり未来館内）にて●病気とけがの対応●各
先着25人。保育あり：1歳〜就学前の乳幼児15
人●申し込みは7月7日（月）から同プラザへ●
電話06・6816・8585 FAX06・6816・8588

7/23 山田駅前図書館の夏のおたのしみ会
7月23日（水）午後2時30分〜3時30分、青少年
活動サポートプラザ（吹田市山田西4丁目2−
43、夢つながり未来館内）にて●対象は4歳以
上。先着50人●牛乳パックでペンギンを作ろう。

掲載無料 aclub@0843.co.jp へ（掲載規定あり）
はさみ持参●電話06・6816・7722 FAX06・
6816・7723

7/28 綿を知る、育てる、楽しい工作
7月28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●綿の植
替えと育て方について学ぶ。植物を使った簡単
な工作あり●対象は小学1年〜4年生30人、先
着順。7月7日
（月）10時から電話受付●電話06・
6831・4133

7月29日（火）〜8月24日（日）午前10時〜午後6
時。平和祈念資料館（吹田市津雲台1丁目2-1、
千里ニュータウンプラザ8階）にて●小学生の
ときに神戸空襲を経験した豊田和子さんの原
画展●入場無料●電話06・6873・7793 FAX06・
6873・7796

台と佐竹台、千里山西の境界）に

が１枚もない。

は、春日地域へ向かって水田が何

でも国土地理院ウェブサイト
「空
中写真閲覧サービス」で、NTがで
きるまでの古い写真を見ると、丘
陵地の谷間を中心に多くの田畑が
あったことがわかる。例えば、現在
の千里南公園の牛ヶ首池を源流に

田んぼを続けるのはラクじゃない
それならば、
とNT周辺に足を伸ばせば、佐

情が寄せられたりと、開発が進む千里地域特

井寺や千里山、春日地域などいわゆるʻ旧村ʼ

有の悩みがあるという。

では小規模ながら稲作が続けられている。

それでも稲作を続けるのは「先祖伝来のも

「ヒートアイランド対策に有効」
「緑豊かで

のだし、戦後の日本を支えたのは、私たちが

生き物も豊富」
と私たちはその効能にばかり

育てた米を政府が安く買い上げたから、
とい

目がいくが、田んぼを守る苦労に触れる機会

うプライドもある。それに、そばを通る子ども

は余りない。

らが楽しそうやからね」
と話した。

ある農家の方の話では、後継者不足や費

そんな想いにふれながら、苗がすくすく育

用対効果が悪いだけでなく、道路用地になっ

つ様子を見ていると、今や貴重な千里の魅力

たり、わらを燃やすと近隣マンションから苦

に改めて気付くのではないだろうか。

千里山のそば

千里山高塚の棚田
田んぼから水が漏れないように畦を作ったら、たっぷり水を張りながらよくか
き混ぜて、栄養いっぱいの土をなじませる。棚田は形がいびつなため、機械が
入らない部分は手作業で行う必要がある。

千里地域の田んぼ
ちょっとだけPICK UP

●田んぼは個人や団体所有の土地です。無断で入ったり、
ゴミを捨てたりしないでください。

〜!
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カルガモが来る
千里山月が丘の田んぼ

場所のヒント

だいら池の水を、現在は暗きょになった上の川
を通じて引く。カルガモがよくエサを食べにく
るので、そばの竹林に巣があるのカモ？

千里山のそば

場所のヒント

佐井寺には棚田が数箇所あり、懐かしい日本の
原風景を今に残す。東向きのこちらの田んぼ
は、朝日に照らされると大変美しい。

キングマンション
南千里のそば

正雀川の支流沿いの谷間には、かつ
て多くの田んぼがあった。思わず応
援したくなる最後に残った１枚。

のそば

場所のヒント
エミネンス
辻本2のそば

おなじみの昔話

『舌きりスズメ』を劇

「舌きりスズメ」

がんばれ！
五月が丘北の一枚田

団みのむし風人形劇で

した

ノーブル千里

春日・竹園地域の田んぼは、千里南公園の牛ヶ
首池に発する高川の水をたたえる。この辺りの
田んぼは広く、大空を映して雄大だ。

お届けします！

劇団みのむし糸あやつり人形芝居

場所のヒント

よくばり婆さんのツヅ

朝日おこさまにんぎょうげき

空が広い！
千里山竹園２丁目

ラから、出る

毎年
恒例の！

グリーンハイツ

日本の原風景
佐井寺４丁目の棚田

わ出るわ、一

７月29日（火）13：00〜14：00

2013年

A&Hホール

（千里中央・千里朝日阪急ビル)

前売

300 円 / 当日 500 円

※大人・子ども同額
※１歳未満無料

＞

●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。

ホワイトヒル

つ目小僧、ろ

■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あなたが
「ʻ涼しさʼを感じる行動や場所、食事等」を明記。7月14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

場所のヒント

くろっくび、ガ

ラフデザイン シャア・アズナブル
安彦良和︑１９７８年

創通・サンライズ

グラヴュール 紋 章 文 蓋 付 き ガ ラ ス 大 杯
︵ポカール︶／１７６０年頃／イギリス
あるいはオランダ製／神戸市立博物館

・左の広告は地域の方からご依頼を受けて無料で掲載しています︒
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イコツ、かっぱな

ガンダムの魅力の神髄に迫るために、1,000点
にも及ぶ制作資料を一挙公開！

年前のNT開発で姿を消した。

どなど。こわくて面白

機動戦士ガンダム展

枚も連なっている。それらが約50

いオバケたちが次から

桃山から江戸時代にかけて輸入されたガラス
−ギヤマンに焦点を当てた日本初の展覧会。

南へ流れる高川沿いの谷間（桃山

地形の高低差をを利用し
て、ため池から水を段々に
落としていく。

次へと出てきます。

いずれも５組（計10名）に進呈！

大阪文化館・天保山
7/12（土）〜8/31（日）

ギヤマン展

津 雲 台 や 桃 山 台 な ど 、千 里
ニュータウン（以下NT）には田んぼ

7/29 パネル展 記憶のなかの神戸
私の育ったまちと戦争

千里朝日倶楽部会員様 PRESENT
神戸市立博物館
7/5（土）〜9/15（月）

千里「ニュータウン」に田んぼはない？

ＮＴでも学校に行けば
学習用の田んぼはある︒

に搭乗し、宇宙空間で８日間、様々な実験

千里朝日倶楽部

水 を 引 き な が ら︑塗 れ た 土 を 上 げ て 畦︵あ
ぜ︶を作っていく︒大変体力のいる作業だ︒

生徒たちはメモを取りながら真剣な眼

﹁この中で１人でも宇宙飛行士になる生徒が出てきてくれることを期待しているよ！﹂

校で6月３日、同校２年の総合科学科の

＜

「宇宙を身近に感じて未来を育む機会

千里の朝日新聞が毎月お届けします

ご注文

℡ 06-6872-0031

または

aclub@0843.co.jp

毎年入場券売り切れます。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

ようかい

ば

や 化けが登場！
面白い妖怪 お

6872-0031

お電話（06）

当選発表：7/14（月）※

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

ＷＥＢ「千里朝日倶楽部」
で検索（期間中・24時間受付）

※当選発表は「ご案内状」のお届けに代えます

子ども陶芸教室

天声人語で美文字教室

教室開催場所
至千 里 中 央

前回大好評につき追加開催！
前回、大好評の声にお応えして追

ます。能勢の作陶家和田先生が、楽し

加開催！ 話題の「天声人語書き

い話を交えながら丁寧に教えます。ぜひ

写しノート美文字版」を使い、ペ

親子で、お友達どうしでご参加ください。

ンの持ち方、姿勢など、美文字を

夏休みの自由研究にもぴったりです。

7月27日
（日）

材料費/

季節の挨拶文を書きます。

8月1日
（金）

1,500円（全員共通）

たかし）

能勢山裾の工房で作陶。
自ら粘土を堀り、草木灰のうわ薬と薪を用い、
自作自然窯で焼き上げる正統自然派。初心者でも楽
しめる１日陶芸体験の「風気庵」を開く。

ASA千里桃山台へようこそ！

荒川 紅成

(あらかわ

こうせい）

子どものころから書道に親しみ、現在は吹田市春日に書道教室を
持つ。講師歴18年。
日本書学館教授資格。

美文字版分を含む

●「美文字版ノート」持参の方は材料費50円

竹見台
マーケット
至南千里

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

まちたんけん

たけみ小学校２年生の2グループが「まちたんけん」に来てくれました。

自分たちが住むまちの魅力発

たちが新聞を作っているのでは

見を目的に、生活科の学習時間

ないんだけど…」と言いながら

を利用してお店や施設を訪ねる

「正確な情報を、
より早く＜紙＞

●必要なものは買っている（新千里東町Aさん）
●外食の回数が減ったくらいかなあ？（高野
台Oさん）

我が家の
策
消費税対
！
はコレ

・まとめて安く買物をしている（上新田Uさん他多数）

はじめての新聞販売店にドキドキわくわくしながら質問や写真撮影をし、
新聞ができるまでや、配達の方法などを学んでいました。

●（以前から）無駄な買い物をしないよう
心がけています（五月が丘東Nさん）

・スーパーに行く回数を減らして、安い八百屋さ
んに行くようにしている（青山台Kさん）

6月3日、桃山台ショッピングセンターにあるASA千里桃山台に、千里

千里
たけみ小

「まちたんけん」。

講師

TSUTAYA

●特に変わったことはないですが…とい
うか、なかなか変えられない（竹見台Kさん）

朝日新聞

●受講料、材料費は作陶される人数分必要
（見守りは無料）

１４：００〜１５：３０

定 員 / 16名
持 ち 物 / 2B の鉛筆、ボールペンか
万年筆、筆記用具
受 講 料 / 500円（会員外700円）
材 料 費 / 500円 天声人語書き写しノート

26％

新聞
朝日

和田 隆（わだ

１０：００〜１１：３０

編として、和 風 葉 書 きを 使って、
バス停

子どもだけのご参加は、会場への交通にご注意ください

定 員 / 16名
持 ち 物 / タオル・エプロン
受 講 料 / 500円（会員外700円）

書くコツをおさえます。さらに応用

桃山台駅

原則子どもか親子対象の講座です。

※作品例

上新田
バス停
デイリー
カナート

ココ
２階

特に変わらない

N

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

新御堂筋

親子でも楽しめる！本格陶芸
粘土で自由に形を作り、好きな色を塗り

講師

・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。

写真・文・構成／岡野

・無駄にならないようにまとめ買いせず、多少高く
ても１個ずつ買うようになった（津雲台Yさん）
・ペットボトルのお茶を買わず、我が家で沸かし
たお茶を持って外出（新千里東町Nさん）
・
「ついでにこれも買っておこう！」をやめるように
している（藤白台Mさん）
・新聞の折り込み広告をしっかりチェックする！
（千
里山西Mさん）

里たけみ小から２年生２グルー
プ計10人が来てくれました。
「どんな気持ちで新聞を作っ
ていますか？」
「新聞作りで大切

変わってしまった

74％

ワンコイン本格ライブ
「その瞬間（とき）
・・・思いを胸に」
「栄冠は君に輝く」の高校野球甲子園シンガー

西浦 達雄

●昼食が増税分貧しくなってしまった（津雲
台Mさん、青山台Mさん）

（寺内Sさ
●無用に食べなくなった（かも♥）
ん）

●スーパーの値札が税別表示となり、
レ
ジで精算後「間違いでは？」
と思ってし
まう（津雲台Hさん）

「夏」
ライブ2014

8月29日［金］

●税込か税別かしっかり確認するように
なった（上新田Tさん）

千里中央A＆Hホール

●値段をよく見るようになったが、そのう
ち慣れてしまわないかと…（千里山東Mさん）

（千里朝日阪急ビル低層棟4F）

18：00開場 18:30開演

●着物も本も買わない。
この際ʻ断捨離ʼを
実行しようと思う。
リュック1つで引き揚
（津雲台M
げてきた身（恐れるものはない）

AKIRAの

が、新聞を一部ずつビニールで
包む機械の体験コーナー。

●財布の中に１円硬貨が増えました（藤白
台Mさん）

●便乗値上げをしていないか？ 気にする
ようになった（新千里北町Mさん）

必要項目を明記の上【8月8日（金）必着】で「往復はがき」又は「電子メール」
よ
りご応募ください。抽選の上、当選者には「ライブ鑑賞のご案内状」を8月9
（土）日頃から順次発送します。 ※片道ハガキやお電話、FAXでのご応募は受付け
できません。
ご了承ください。当落に関するお問い合わせには応じられません。

●5円に苦しみ、1円に泣いています（津雲台

≪必要項目≫ ①お名前 ②住所 ③電話番号 ④応募人数（２名まで可）⑤西浦
達雄さんへメッセージや、野球に関する思い出

●おかげで8％の暗算が素早くできるよう
になりました（千里山西Mさん）

＜宛て先＞ 〒560-0085 豊中市上新田3-10-21 又は aclub＠0843.co.jp
千里朝日倶楽部『西浦達雄ライブ係』

Fさん）

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

怪獣LOVE

No.1

1

突然ですが怪獣が好きです。

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。

50周年を迎えた2004年に作られた第28作をもって現在休止中。
1954年（昭和29年）に公開された第1作は何年経っても色褪せな

自然の脅威、核実験、公害、恐怖や悲しみ。人間の生活と隣り合わせ

い秀作。水爆実験により目を覚ました太古の怪獣が東京を襲撃。ビキ

か？」など、店

児童たちは「すごい！」と目を輝

のあらゆる問題の具現化である怪獣は負の象徴であり、弱者の大黒

ニ環礁核実験と第五福竜丸の被爆事件を背景に、人間の業の深さを

長の橋本おじ

かせていました。

柱。強さは弱さとの対比で成り立つのだ。

戒める強烈な反戦映画としてメッセージ性にすぐれた完成度。

飛びます。
おじさ
ん が「 私

「なんでビニールで包むの？」
と聞いてくれた子、
とてもいいい
質問ですね。雨の日に、新聞受け

千里阪急ホテル

席数北摂最大級の千里阪急ホテル「プールサイ

が充実しているのも女性にはうれしいポイントで

ドビアガーデン2014」がスタートしました！今年はカ

す。
しかも今年は、ビールがプレミアムモルツへパ

リブの海賊をイメージした「カリビアンリゾート」で

ワーアップ！時間内無制限で心ゆくまで味わえます。

展開中。連日予約が殺到する今話題のスポットに千

また、ビアガーデンをより一層華やかに盛り上げ

里朝日倶楽部もお邪魔しました！

ラストオーダー各30分前・プール期間中（7/19〜8/31）は17：30より営業

ご予約・お問い合わせはこちらへ
◆千里阪急ホテル ◇TEL：06-6871-2416（10：00〜18：00）
◇所在地：大阪府豊中市新千里東町2-1
◇アクセス：北大阪急行線／モノレール「千里中央駅」下車すぐ
◇URL：http://www.senri-htl.co.jp

ちなみに「ゴジラ」
という名前は、東宝の演劇部にいた「クジラ」が
好物で「ゴリラ」のような風貌の人物のあだ名が「グジラ」
であり、
これ

ますよ。

を参考にし
「ゴリラ」
と
「クジラ」を合わせて
「ゴジラ」
としたそう。
街並を精巧に再現したミニチュアと着ぐる

我々はバルタン星人。
ウルトラマンを不敵に翻弄するのさ。

みを駆使して撮影。
この特撮は以後、
日本の映

大阪城を壊してすんませんアンギラスです。

像文化となって根付いた。

枚挙にいとまがないが中でも亀のガメラが大好き。非力な存在な

この夏、ハリウッドで作られたゴジラが日本

のに地球の守護神ですよ！ すべてを受け止めて脅威に立ち向かう

で公開！ ʻ1998年のイグアナʼとは無関係で、

甲羅の凛々しいこと！

うれしいことに日本の第1作にオマージュを捧

怪獣のもうひとつの代表格はやっぱりゴジラ。
これも外せない。で
も、回を重ねるたびに娯楽にシフトしていくのが残念だった。

緑に囲まれたプールサイドでリゾート気分を満喫

男女が楽しめる大好評のサンバやベリーダンスを

しながら、全30種類のお料理と飲み物がなんと食べ

はじめ、今年度初登場の女装家ナジャ・グランディー

放題・飲み放題！ イタリア、
カナダ、中国、
フランス

バとシークレットゲストによるドラァグクイーンナイト

などズラリと並んだ世界各国の料理は、
どれから食

は必見です
（日にち限定）
！

べようか迷います。毎回行列ができるカナダビーフ

お子さま連れの家族や年配のご夫婦も多い、明

の鉄板焼き
（期間限定）は、
シェフのライブパフォー

るく爽やかなビアガーデンです。はじめての方もこ

マンス付きで大人気！ また、サラダやオードブル

（難波）
の楽しさをぜひご体験ください。

300円OFF!!

教室100円引クーポン付き
提携店でおトクなご優待 !!
モバイル会員証をゲット

※最新の提携店リストは「千里朝日倶楽部」
ウェブで

■スマートフォン・タブレットで

げたリアル路線を踏襲。7月25日の公開日が楽
しみだガオー！

(C)1954 TOHO CO．,LTD．ALL RIGHTS RESERVED．

にアクセス！

■ケータイで

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。

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

千里朝日倶楽部会員様限定特典！

※通常・スポットDAYに限る
（スポットDAYについてはお問い合わせを）
※１予約につき10名様まで ※2014年9月30日まで

千里の田んぼをめぐる企画、いかが
でしたか。読者の方から「田んぼを
取り上げて」とリクエストをいただ
いたのがきっかけですが、私自身、
田んぼが無くなった千里ニュータウ
ン育ちなので、子どものころから田
んぼには憧れがあります。今回も幸
せな仕事をさせてもらえました。

提携店変更情報

㊤60過ぎてから水彩画にチャレンジ！娘たちに
ダメ出しされながら日々頑張ってます。
（しまんちゅみかちゃん）

通常料金4,200円／スポットDAY3,700円（大人１名様）
のところ、
「千里朝日倶楽部会員」
と言って予約すると

編集後記

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

るステージパフォーマンスを曜日限定で開催。老若

▼

6.2［mon］ 9.30［tue］

2014.

［平日17:30〜21:00］
［土17:00〜21:00］
［日・祝17:00〜20:30］

人間を仮の姿としているヒーローと違って彼らは「ありのままの姿
見せるのよ〜」
と怪獣の姿のまま！ 男気あるわぁ！ そりゃあ応援し
オレは見せ物じゃない！ キング・コングだ！

をのぞいてごらん。

アコースティックギター＆コーラス

こちらのライブ鑑賞は必ず事前お申し込みが必要

一瞬で包まれるようすを見た

さんに質問が

パーカッション

■ご鑑賞お申し込み（抽せん参加）方法■

な こと、大 変 な ことは 何 で す
メガネが
トレードマー
クの橋本お
じさん（店長）

ギター

●全席自由 ●税込み ●料金は当日お支払い

●衣類を買わなくなった（津雲台Yさん）

車いすの映画感想家

まちたんけんで毎回人気なの

豪華バックバンド
「LIKALIFE」

入場料500円 250名抽せん

さん）

います」
と答えると、児童たちは
熱心にメモをとっていました。

コンサート

千里朝日倶楽部15周年記念

千里朝日倶楽部６月号プレゼントアンケート
（回答のあった合計64通）
より集計

として届けられるよう心がけて

今回もASA千里桃山台に、千

朝日新聞社主催・第123回 千里

消費税アップ８％緊急アンケート

◆お申し込みはこちらへ

申込締切：7/9（水）18時

あなたの生活は変わった？

カルチャー教室の

㊤首輪を買ってきましたがこの子には
少し大きかったみたいです。
（かのパパさん）

㊤「この木なんの木気になる木」 先月ハワイオアフ島に
行ってきました。ＣＭでおなじみの木はモンキーポッド、
アメリカねむの木というそうです。
（サークルきらら講師さん）
㊤「チェッ、ランドセルより背番号の方が
いいのにな」
（新１年生の野球少年くん）

【記念になります！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

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）

次号発行日

7月27日
（日）発行予定です。
●取材掲載依頼・提携店希望・ご意見
メール
電

ASA スタッフ募集
「私たちと一緒に働きましょう！」

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）

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/

