
５組（計10名）に進呈！

あべのハルカス 美術館
8/5（火）～9/28（日）

千里朝日倶楽部会員様 PRESENT

●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。

■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「過
去の夏休みの甘酸っぱい思い出」を明記。8月11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

ラウル・デュフィ(1877－1953)は、

ピカソやマティスなどとともに20世

紀前半にフランスで活躍した画家で

す。デュフィが1899年に故郷のル・

アーヴルから国立美術学校で学ぶ

ためにパリに出てきたころから晩年

に至るまでの作品を紹介する回顧展

です。

絵札が奏でる色彩のメロディーデュフィ展
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第三位表彰！！

千里丘イーグルス千里丘イーグルス エンデバースエンデバース西南少年野球団西南少年野球団

南千里ジャガーズ南千里ジャガーズ 片山南少年野球部片山南少年野球部

　第38回朝日旗争奪千里ニュータウン少年野球大会の準決勝・決勝戦が6月28日、高野台グラウンドで行われました。
当紙配布エリアの南千里ジャガーズと片山南少年野球部が準決勝に進出。残念ながら両チームとも決勝戦を前に涙
を呑みましたが、果敢な試合ぶりには球場全体から大きな拍手が贈られていました。 みんな、胸を張っていいよ。

vs 千里丘イ（0－0抽選負）

■準決勝の先発メンバー［投］北口 ［捕］高木 ［一］北條 ［二］村上 ［三］石本 ［遊］土井
［左］田中 ［中］上浦 ［右］尾崎 ［控］吉田、溝渕、高見、武隈、坂和 vs 西南エンデ（0－4）

■準決勝の先発メンバー［投］小室 ［捕］辻 　［一］枡田 ［二］谷口 ［三］木下 ［遊］日高
［左］梅本 ［中］丸中 ［右］井上 ［控］徳永、吉岡、北出、川野、雲石

優勝 準優勝

第38回朝日旗争奪
千里ニュータウン
少年野球大会

千里朝日倶楽部配布エリアの2チームが千里朝日倶楽部配布エリアの2チームが

厳選イベント!参加しないともったいない 掲載無料  aclub@0843.co.jp へ（原則非商用のみ）

8/26・27・30 ~子ども夏休み講座~
・わくわくおもしろ自然工作
8月26日（火）・27日（水）13時30分～15時30分、
千里公民館（新千里東町1-2-2）にて●競走自
動車F1を作る●講師は千里ネイチャークラブ
●対象は5歳以上の子ども、各40人、先着順。8
月5日（火)10時から電話受付●（06）6833-8090

・夏の終わりのお楽しみ劇場
8月30日（土）11時～12時10分、千里公民館(新
千里東町1-2-2)にて●豊中紙芝居の会による
「たぬきの王様」、パネルシアターとんとんPAに
よる「お星さま食べちゃった」ほか●対象は1歳

～小学3年生の子どもと保護者40人、先着順。8
月5日(火)10時から電話受付●（06）6833-8090

8/29 沖縄市兄弟都市提携40周年事
業 島唄が結ぶ平和の心
8月29日（金）14時～16時、千里公民館（新千里
東町1-2-2）にて●三線による島唄の演奏を通
じて、平和と多文化共生について学ぶ音楽会と
講演会●講師は琉球（奄美沖縄）しまうた文化
を考える会会長・牧志徳さん●定員は40人、先
着順。8月4日（月)10時から受付。保育は8月11
日（月）までに申込み●（06）6833-8090

8/30哲学カフェ
8月30日（土）14時～16時、千里文化センター
「コラボ」（新千里東町1-2-2）にて●カフェフィ
ロ・赤井郁夫さんが「意味が分かるとはどういう
ことか」をテーマに進行●定員は15人、先着順。
8月4日（月）から受付。保育は要申込み●（06）
6831-4133

※イメージです

撮影／龍平・岡野　構成／岡野

でかけ
なくても

そこにあ
る！
千里ニュータウンで

夏祭り
祇園祭りや天神祭もいいけれど、千里ニュータウンにも地区ごとの夏イベン
トがいっぱいです。「足をのばさず」楽しいイベントへレッツゴー！

※すでに終了したイベントや、一部地域は都合により掲載しておりません。
※写真は過去のイベントより。

イベント名・日程・時間・場所 主なイベント内容 その他

藤白台まちびらき
50年盆踊り大会
日時：8月1日（金）、2日（土）
場所：藤白台小学校校庭 
時間：午後6時30分～9時

佐竹台夏まつり
日時：8月2日（土）
場所：佐竹台市民ホール周辺
及び商店街
時間：17時～21時

納涼夏まつり
日時：8月9日（土）、10日（日）
場所：商店街広場　桃山台市
民ホール
時間：午後6時～午後9時

日時：8月2日（土）、3日（日）
場所：千里たけみ小学校校庭
時間：8月2日（土）午後5時～
10時／8月3日（日）午後5時～
9時

メインイベント／藤白音頭の盆踊り
▼藤白台50年を記念して、オリジナ
ルＣＤ藤白音頭を収録（歌声は小
学二年生の女の子）▼マスコット
キャラクター（ふうちゃん、ふじしろ
うくん、フィフティー）や缶バッチな
どを作製。毎年4千人以上の来場者
▼その他の夜店／ヨーヨー釣り・女
太鼓・輪投げ

スペシャルイベント／よさこい鳴子
踊り「鳴子座」※関西大学の留学生
を招待し、浴衣の着付けや盆踊りを
一緒に踊り、地域の人と留学生が交
流する場を提供▼18時10分～ビン
ゴ開始、19時10分～盆踊り▼ポス
ター展示／子どもたちに募集した
夏祭りのポスター▼その他の夜店
／ビンゴゲーム・金魚すくい・ヨー
ヨーつり・洋食焼き・スーパーボー
ルすくい

ステージ／午後5時30分～カラオケ
大会・北千里高校軽音部「バンビー
ノ」・ダンス部熱唱アニメソング・な
つかしのポップスバンド・和太鼓
▼盆踊り（午後8時20分～9時）▼模
擬店（午後6時～）／おでん・やきそ
ば・フランクフルト・アイスクリーム・
ジュース・お面・ポップコーン

盆おどり・ビンゴゲーム／10日（日）
午後5時開始▼ゲームカードは1枚
100円。午後5時から販売▼金魚す
くい▼模擬店／やきそば・焼き鳥・
枝豆・ポップコーン・かき氷

祝 古江台まち開き50年
盆踊り大会
日時：8月9日（土）、10日（日）
場所：ショッピングプラザ
古江駐車場
時間：9日（土）午後7時～9時半　
10日（日）～午後9時15分

メイン／盆踊り・ヨーヨー釣り・スト
ライクアウト・おもちゃ・金魚すくい
▼夜店／焼き鳥・唐揚げ・フランク
フルト・フライドポテト・ラムネ・綿
菓子・かき氷

高野台夏祭り
日時：8月16日（土）
場所：高野台小学校校庭
時間：18時～

青山台まちびらき50周年記念事業

日時：8月23日（土）
場所：青山台近隣センター駐車場
時間：午後5時30分～

・雨天中止
・会場周辺は駐
車禁止

第43回竹見台
納涼まつり

・千里ニュータ
ウンで一番古い
地区。
・ごみのお持ち
帰りにご協力下
さい。マイバッ
クを持って夏祭
りにいきましょ
う！

・雨天中止
・青山台小学校
で今年誕生のゆ
るキャラ「あお
たん」がやって
くる

青山台サマーフェス
ティバル

イベント名・日程・時間・場所 主なイベント内容 その他

第9回夏祭り 北町
みんなで楽しまナイト

2014年 夏祭り
盆踊り大会
日時：8月23日（土）
場所：東丘小学校グランド
時間：午後6時～午後9時

夏祭り
日時：8月23日（土）
場所：西丘小学校
時間：午後5時～

体育館での出し物／18：15新体操
▼18：30箕面自由学園中学校チア
リーダー部「ジュニア・ベア―ズ」▼
19：00子どもの福引き▼19：15大人
の福引き▼19：15～20：30学校ナイ
トウォーク▼ストリートコーナー／
16：45健康気功太極拳▼17：00和
太鼓▼17：50きらら作業所によるエ
アロビクス▼ゲームコーナー／千
本引き・ストラックアウト・輪投げ・
コインの落としなど▼模擬店／焼
きそば・おでん・ビール・おにぎり・
わたがし

盆踊り・入場パレード・抽選会、模擬
店など

南千里ラストサマー
フェスティバル
日時：8月30日（土）、31日（日）
場所：千里南公園円形広場一帯
時間：8月30日（土）19時～盆踊
り／8月31日（日）17時～カラオ
ケ大会／19時～盆踊り

日時：8月9日（土）
場所：北丘小学校
時間：午後3時30分～20時30分

桃山台・竹見
台・佐竹台・高
野台・津雲台の
5地区の自治会
が協力開催

・東日本大震災
復興支援物産
販売あり
・雨天の場合は
10日に開催
・駐車場、駐輪
場はありません
・ペットの入場
はご遠慮くださ
い
・会場は全面禁
煙

佐竹台地区

青
山
台
地
区

藤
白
台
地
区

2014年８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お届けします

No172/2014.7.27 ○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



千里朝日倶楽部配布エリア

次号予告

8月31日（日）発行予定です。
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』を特集！

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）

提携店変更情報

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/

■ケータイで
右のQRコード
からアクセス！

■スマートフォン・タブレットで
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。
○「0843.co.jp」より受信可能に設定を。

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

教室100円引クーポン付き

　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。

　古江台寿楽会（藤川重一代表）の４７名が７月２日、高齢者が
学ぶ機会をつくる‘生涯学習’の一環として、大阪市福島区海老江
の朝日新聞大阪工場（㈱トッパンメディアプリンテック関西）へ工
場見学に訪れました。

朝日新聞大阪工場を見学

撮影・文／難波 撮影／岩田・文／難波

撮影／難波

文／岡野

　新田南小学校の‘いきもの学習’で、１

月より幼虫から育ててきたカブトムシが、

６月下旬、ついに立派な角と黒褐色の胴

体を持つ勇ましい成虫になって、土の中

から姿を見せた。

　教室で世話や観察を続けてきた４年

生の児童たちは「オスは小さい角を、メス

は胴体を持つといいよ」と飼育容器から

慣れた手つきでカブトムシを取り出して

眺めていた。

　家でもカブトムシを飼育している上野

将大君は「えさやりだけでなく、霧吹きで

水をこまめにかけることを心がけた」。島

袋瑞生さんは羽化の様子を「サナギから

脱皮すると、カブトムシの白い背中が見

えてきれいだった」と話した。

　酒井校長は「今後、カブトムシは４年生

から他学年の児童へプレゼントし、飼育

観察に興味・関心を持つ児童を増やして

いきたい」と話した。

力強いカブトムシになったよ！
新田南小学校 いきもの学習

・カブトムシの幼虫は、ASA千里上新田が寄贈しました。

　桃山台小学校の中庭で6月20日、5年生

児童による「田植えの体験」授業が、

NPO法人すいた環境学習協会の支援の

もと行われた。この取組みは、同校が「体

験的な学習を通して農業や食に対する学

びを深めてほしい」という目的で実施し、

今年で５年目になる。

　同協会副理事長の稲山三郎さんたち

から苗の植え方を学んだ児童は、素足で

田んぼに入り、風で倒れてしまわないよ

う、しっかり苗を植えた。

　田植えを初めて体験した足立千織さん

は「テレビで見る苗はすごく小さいと思っ

たけど、実際に見たら大きかった。泥まみ

れになったけど楽しかった」。山本拓真君

は「苗をきちんと立たせるのが難しかっ

た。大きくなって収穫するのが楽しみ」と

早くも秋の収穫を心待ちにしていた。

思いを込めて植えました
桃山台小学校 田植え体験

「私たちと一緒に働きましょう！」 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）
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ASAスタッフ募集

そら（インコ／2013年9月生まれ）
最近おしゃべり上手になり、かごから出して欲
しい時はかごの前を通ると「そら、そら」と猛ア
ピールで話かけてきます。（MONKEYさん）

【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 

ここ（♀）
家に帰るといつも大喜びで迎えてくれるここ
ちゃん。いつも一緒に寝てます（あきちゃん）

ありがとうございます・エコ物品御寄付
　８年前からペットボトルキャップとプルトップを集め、再資源化

のため熱心に寄付活動を続けている上新田の石橋さん。地域で

回収事業がはじまる前は、わざわざ他県に送っていたほどだ。

　「資源やワクチンに変わ

るので、誰かの役に立ちた

いという思いで続けている。

ペットボトルや缶は、食べ物

と同じで無駄なところがあり

ません」。物品とともに、物を

大切にする心をASAに届け

てくださった石橋さん。あり

がとうございます。

朝日新聞社主催 第123回千里アサコムコンサート

「その瞬間（とき）…思いを胸に」「栄冠は君に輝く」

西浦達雄

18：00開場18：30開演
入場料500円
●料金は当日お支払い  ●全席自由 ●税込み

千里中央A＆Hホール
（千里朝日阪急ビル低層棟4F）

8月 日［金］29
250名抽選

必要項目を明記の上【8月8日（金）必着】で「電子メール」又は「往復は
がき」よりご応募ください。抽選の上当落のお知らせを8月9日（土）頃
から順次発送します。 

こちらのライブ鑑賞は事前お申し込みが必要

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

●必要項目 ①お名前 ②ご住所 ③電話番号 ④応募人数（２名まで可） ⑤野
球に関するあなたの思い出 ●あて先・問合せ 電話 （06）6872-0031 朝日新
聞千里販売株式会社 aclub＠0843.co.jp 又は 〒560-0085 豊中市上新田
3-10-21 『西浦達雄ライブ係』まで　※電子メール・往復はがき以外は不可

「夏」ライブ2014

決定
2014年甲子園ABCテレビ中継
エンディングテーマに

『その瞬間…思いを胸に』

子どもの頃、暑い昼間に風鈴の音を聴きながら、氷を浮かべた冷麦や、

井戸で冷やしたスイカを食べたことを思い出すと涼しくなれます（五

月が丘東 N さん）

ベランダの植木に水をやり、３階なので両方の窓を開け風を通して

テレビを観る（新千里西町 O さん）

水遊びをしている孫たちの写真をみること！（千里山西 F さん）

夏の暑さを感じるようになると、まず食べたくなるのは「おそうめん」

です。好みの薬味に、椎茸、野菜、卵などをのせ、冷たいダシで食

べるのが一番。カットグラスにモミジの葉などを添えると、一層涼

しく感じられます（古江台 S さん）

食事メニューなら、トマトのガスパチョ。さっぱりおいしくて好き

です。涼しくなれる行動は、ゆかた姿で行動。盆踊りもよい。お化

け屋敷や図書館もおすすめ。うちの子はラグビーをしているので、

練習後の霧吹きは涼しくてかつ、青春！（藤白台 M さん）

とにかく洗濯します。ベランダに干すと日陰ができるし、気化熱で

涼しいような気がします。キレイになった服やタオルを眺めている

だけで気持ちがいいです（竹見台 O さん）
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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。の

車いすの映画感想家

AKIRA No.12

画像はウェブサイト
「楽天レンタル」より転載

　『円卓 こっこ、ひと夏のイマジン』を観た。
１０歳の芦田愛菜ちゃん素晴らしい！

　ちょっと変わった感性を持つ女の子の成長

物語を、繊細に無垢に元気に演じきっていて可

愛い！

　クラスを休んだ同級生に友達と一緒に届け

物をするシーン。並木道はなんと吹田市高野
台！　ロケを行ったそう。見学したかったなぁ。
　この映画で象徴的だったのは家族で囲む真

っ赤な円卓。まるで日の丸。ユニークな個性で

走り続け、自分ではない誰かの笑顔を作ろうと

行動するこっこの姿を通して、きなクサい方向

に進みつつある日本の政治への憂いと、平和

への願いが透けて見えた。

　想像しながら他者を思いやる心こそ前向き

な明日に繋がる！

　2006年に公開されたクリント・イーストウッ

ド監督による日米双方の視点から描く硫黄島2

部作『父親たちの星条旗』『硫黄島からの手紙』
を見返す。

　兵士たちの苦悩に寄り添い、観るものの胸に

悲しみを沈殿させてゆくドラマが奥深い見応え

を残す。

　権力を持つ者が戦争を起こし、たくさんの悲

劇が生まれる現実を目の当たりにし、反戦の強

い思いひとつ観賞後に胸を満たす。

　1967年公開の『日本のいちばん長い日』も見
直したい。1945年8月14日の正午から玉音放送

を流す8月15日正午までの24時間の激動記。

　緊迫感とともに重厚な人間ドラマを展開。強

いメッセージを放つ

戦争映画である。

　間もなく戦後69年

を迎える8月15日がや

ってくる。平和を祈り

続けよう。

鎮魂の夏。

※当選発表は「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申込締切：8/11（月）18時

当選発表：8/18（月）※
・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

焼肉
但馬屋

不二家
レストラン

TSUTAYA

上新田
バス停

バ
ス
停

竹見台
マーケット

デイリー
カナート

N

ココ
２階

桃
山
台
駅

至
千
里
中
央

至南千里

新
御
堂
筋

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

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！

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してい
ただける日常生活に役立つヨガです。自
分と向き合い、根本的な改善をしていき
ます。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。

9月12日（金）19日（金）26日（金）
●充実の３連続講座！

スクラップブッキング店頭サンプルデザイナー、出張セミナーや関西テレビでも講師として活躍。スクラップブッキング協会
認定講師、ラッピング協会認定ラッピングコーディネーター。

講師 乾　めぐみ（いぬい　めぐみ）

スクラップブッキング

写真を可愛くデコレーション

定　員 / 20名
持ち物 /

受講料 / 500円（会員外700円）

筆記用具・はさみ・テープの
り※100円ショップで購入
可・思い出の写真枚５～６
枚（７センチの正方形にカ
ットできる写真）

夏休みの思い出を素敵に残したい！オリ
ジナルの台紙やステッカーでクラフトし、
思わず誰かに見てもらいたくなるような
ステキで可愛い飛び出す仕掛け本を作り
ます。
●お子さんと一緒のご参加大歓迎です。（託児施設はあり
ませんが、フロアマットをご用意しています）

１０：００～１１：３０９月９日（火）

※作品例


