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千里の朝日新聞が毎月お届けします

会員さま推薦！

これは美味！千里グルメ
味に厳しい千里朝日倶楽部会員さまが推薦した千里の味覚。編集部がさらに厳選してご紹介します。
番外編としてʻほんまもんの味ʼが手に入る近隣センターの朝市もご紹介。美味しスポット千里を召し上がれ！
撮影・構成／岡野

推 薦！ブーランジェリー ミニョン

Boul angeri e Mi gnon

きつね色に焼いたパンに、やさしい卵風味
の自家製カスタードクリームがたっぷり。
こんがりアーモンドが香ばしさと高級感を
醸し出す。
「五月が丘」は、地元を大切にしたい店長さ

には、約３万点のエジプト・コレク

ム”が、12月14日
（日）
までの夜間、京

ションがあります。その中から"女性"

都・元離宮二条城で開催いたします。

出店しています。
「北摂はパン屋のメッカ」
と
いう人もいるくらい。千里朝日倶楽部は、地
元でがんばるお店をこれからも応援します
（おかちん編集長）

来日します。すべて日本初公開で、古

界観で見る者を魅了するアートアク

魅力を日々感じています。取材や制作はまだ

代エジプトにおいて最も重要な女性

アリウムアーティスト・木村英智がプ

まだ慣れませんが、地域の方の温かい人柄

ファラオとして知られるハトシェプス

ロデューサーを務めます。今回、木村

に助けられています（みっちー）

ト女王にまつわる品々や、デザイン

が挑戦するテーマは“REALJAPANの
再興と発信”です。

■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「ʻ心の中のʼ大掃除の方法」を明記。11月10日
（月）必着。当
選発表は発送に代えます。
あて先：11月号プレゼント係【ハガキ】
〒560-0085豊中市上新田3-10-21【メール】aclub@0843.co.jp
●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。

次号予告
・日常生活困りごとお助け隊をさがせ！
・千里キャンドルロード写真集
・古江台ハロウィン ほか
※変更の場合があります。

５％OFF

11月末まで有効。
他サービスと併用不可。

京都、奈良、大阪の契約農家から直接仕入れた地場野菜の
創作料理が自慢。有名焼肉懐石料理店「但馬屋」
との最強コ
ラボレーション！
シェフ特製 ソルビバ鍋プラン！
飲み放題90分付 5,000円（税込）

・京・奈良・能勢の農家のサラダ
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大地と海の恵みたっぷり！カラダにうれしい大根おろしが入った絶品「白鍋」
と、
豆板醤＆能勢味噌のピリ辛「赤鍋」が選べる。一押しは、イベリコ豚と和牛のすね
肉をブレンドしたプラチナハンバーグのつみれ。豚本来の甘味にビックリ！
イチジク

上の写真は「白鍋」
（だし醤油ベースのしぐれ鍋）

「見て、香って、食べて、
音で楽しんで・・五感に
訴えるものを出したい
で す 。お 客 様 に も ス
タッフにも驚かれ、思
わず写真におさめたく
なるような料理を目指
しています」
スタッフ・粟屋 康弘さん

営業／【ランチ】11：00
〜15：00【ディナー】17：
00〜22：00（LO21:00）
定休／なし
電話／06-6831-1028
住所／豊中市新千里東
町1-3せんちゅうぱる4F

ヤマダ電機
新御堂筋

『アートアクアリウム城』は、独自の世

ハトシェプスト女王像の頭部 Rogers Fund,
1931 (31.3.153) Image © The Metropolitan
Museum of Art.

ソルビバ＆但馬屋 千里中央店

五月が丘
バス停・

千里中央駅

●千里に来て約１年半。他の土地にはない

をテーマに選りすぐった約200点が

性に溢れた化粧道具なども紹介！

SOLV IV A&TAJIMAYA

日産自動車
紫金山公園

本橋の夏の風物詩“アートアクアリウ

推 薦！ お野菜＆鉄板焼ダイニング

〒

ローソン

クーポン！この紙面持参の方にサービス

お店の奥に︑半個室の落ち
着いたスペースが︒

ニューヨークのメトロポリタン美術館

●北摂地域に有名なパン屋さんがどんどん

くちどけの良いふんわりクリームが
たっぷり！ 甘過ぎないので何個でもい
ただけそう。

店長・森本 高正さん

※イラストはイメージです

編集後記

営業／9：00〜19：00
定休／月曜＋他月2回
電話／06-4864-2960
住所／吹田市五月が丘
北14-63 プラザメイヒ
ル101

女性だけでも入りや
すい︑お肉料理の
お店を探していた
んです

今夏、65万人を魅了した東京・日

「低温で17時間以上発
酵させるバケットは、
お 店 こ だ わ りで す 。
やっぱり、自分自身が
納得いくものをお客様
に提供したいです」

12月6日(土)10時30分〜11時40分、千里公民館
(新千里東町1-2-2)にて●パネルシアターとんと
んPAによる
「クリスマスメドレー」、千里人形劇
グループ・ピヨによる
「もぐちゃんのクリスマス」
ほか●対象は乳幼児〜小学3年生の子どもと
保護者40人●先着順。11月19日(水)から電話
受付●(06)6833-8090

世界遺産登録20周年記念

京都・元離宮二条城 10月24日
（金）〜12月14日
（日）

イチジク

12/6 楽しいクリスマス劇場

組（計20名）に進呈！

アートアクアリウム城 〜京都・金魚の舞〜

（左）
「かきのデニッシュ」
220円（税込）。今だけ登
場、旬の柿！フルーツと自
慢の自家製カスタードク
リームの組合せが絶妙。

京・奈良・能勢の農家のサラダ

アメリカを 代 表 する美 の 殿 堂 、

11月28日（金）10時15分〜
12時、のびのび子育てプラ
ザ（ 吹 田 市 山 田 西 4 丁 目
2 - 4 3、夢 つ な がり未 来 館
「ゆいぴあ」）にて●無料●
対象は子育て中の方、子育て支援に関心のあ
る方●申し込み先着25人。11月14日（金）から
受付●(06)6816-8585

（上）この秋の新作「いも
メロン パン」1 4 5 円（ 税
込）。紫いもの色が食欲
をそそる。

合鴨の和風ロースト

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

神戸市立博物館 10月13日
（月・祝）〜2015年1月12日
（月・祝）

11月23日（日）14時〜16時、千里図書館多目的
室（吹田市津雲台1-2-1)、千里ニュータウンプラ
ザ3階にて●英語絵本をより深く楽しく味わうた
めの講座●講師は関西大学教授の石原敏子氏
●無料●申し込み先着40人●11月2日（日）か
ら来館または電話で千里図書館へ●
(06)6834-0132

招待券を各

京都

古代エジプト展

11/23 大人のための英語絵本講座
〜絵本がつなぐ、絵本でつながる〜

５

千里朝日倶楽部会員様 PRESENT
メトロポリタン美術館

11月15日(土)10時〜16時、千里文化センター
「コラボ」(新千里東町1-2-2)、せんちゅうパル北
広場(新千里東町1-3)にて●市内事業所のPR
コーナーや豊中市沖縄市兄弟都市提携40周年
パネル展、飲食・展示販売コーナー、手打ちうど
ん作りやお札勘定などの体験コーナー●地域
経済課(06)6858-2187

11/28 子育て講座
「病気と怪我・その対応」

取材／難波・岡野

閑静な住宅街のかわいいお店。
こだわりの長時間発酵バケットから、旬の果物
や野菜をふんだんに使ったパン、
もちろん定番の菓子パンまで勢ぞろい！
携帯会員登録すると
「雨の日クーポン」など割引きがあるのもうれしい！

お店のすぐそば
にある紫金山公
園で︑いただき
ま〜す

11/15 豊中市沖縄市兄弟都市40周年
事業 とよなか産業フェア

掲載希望 aclub@0843.co.jp へ（原則非商用のみ）

パン は ゼッタ
定 番 のクリー ム
新作も出る
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、
ら
か
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）
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Nさん女性

○ 千 里 朝日倶 楽 部 ９月号 のアンケート「千 里 の お す す めグ ルメ」
から、編 集 部 が 独自に選んで 取 材しました。 ○モデ ル は 吹 田 の
ご 当 地アイド ル「さつ きピューレ 」の 、ちゃっきーこと﨑 井 千 陽さ
んと、あんこと久保杏奈さんのお２人です。

名神高速

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

参加しないともったいない 厳選イベント!

んの願いから名付けられた。不動の人気ナ
ンバーワンで殿堂入り決定！

11月号

2014年

地元 に愛されて
人気ナンバーワン！

五月が丘
クリームパン 150円（税込）

千里朝日倶楽部

★（４階）
せんちゅうぱる
セルシー

千里中央駅

クーポン！この紙面持参の方にサービス

但馬牛スライス

秋の味覚サーモンマリネ

プラチナハンバーグのつみれ

ワンドリンクサービス。
また、11月誕生日の方へバー
スデープレゼントあり
（要予約・身分証提示）
／11月末
まで有効。
利用はお食事をされた方に限る。
グループ
利用可
（4名様まで）
。
他サービスと併用不可。

カルチャー教室の

申込締切：11/4（火）18時

◆お申し込みはこちらへ

当選発表：11/10（月）※
※当選発表は「ご案内状」のお届けに代えます

6872-0031（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

お電話（06）

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

・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。

絵手紙体験講座

はじめての方でも安心してご参加してい

大変喜ばれる絵手紙の年賀状を作りま

ただける日常生活に役立つヨガです。自

す。初めての方にも基本からやさしくご

分と向き合い、根本的な改善をしていき

指導しますので、安心してご参加いただ

ます。ヨガのポーズや呼吸法で気持ち良

けます。講座で練習して、ぜひご自宅でも

く心身のバランスを整えて、カラダの奥

描いてみてください。

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

11月14日（金）21日（金）12月5日（金）
１４：００〜１５：３０
講師

中村 真紀子

(なかむら

受講料/

まきこ）

11月28日
（金）

1,500円（会員外2,000円）

講師

●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。

長尾 孝子（ながお

１４：００〜１６：００

たかこ）

定 員 / 15名
持 ち 物 / 中ぐらいの大きさの習字筆
（なければこちらで用意します）

受講料/
材料費/

500円（会員外700円）
300円

絵手紙に親しみ15年。介護施設の豊寿荘デイサービスでの出張講師や、西区北堀江で絵手紙講座を開講。現在は、新千里
北町や北区の中崎町で教室開講中。

推 薦！

バス停

※作品例

桃山台駅

からキレイにしていきましょう。

●充実の３連続講座！

N

不二家
レストラン

上新田
バス停

焼肉
但馬屋
新御堂筋

絵手紙で年賀状作り！

全国を元気にした50のアイデア

教室開催場所
至千里 中 央

カラダとココロの健康が一番！

ター郵便局前のスペースで「朝市」が

した農薬不使用野菜や減農薬野菜な

開かれている。

どを扱っています。現地へ行って友だ

野菜、果物、焼き鳥などが所狭しと

が、野菜嫌いを克服したこともありま

野菜の販売をはじめたことがきっかけ

した。＜曲がったキュウリがとても甘

で農家と友だちになり、自身も八百屋

かった＞って」

をはじめた」
という川野孝さんに話を

ニュータウンのまち並みを意識

報館で開催されている。

した作りになっている。レイア

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

写真とコメントで紹介され、人

「ただパネルを飾るのではな

口の減少や少子高齢化、空き家

く、来場者に楽しんでもらえる

の増加など、全国のニュータウ

よう工夫した。たくさんの方に

ンが共通して抱える問題をクリ

来てもらい、情報館そのものも

アするためのヒントがちりばめ

盛り上げていきたい」
と意気込

られている。

みを語った。

この催しを企画運営した「情

展示会は11月末まで。折り紙

報館ファンクラブ」代表の山本

や 発 泡スチロールで 未 来 の

茂さんは「千里と全国の代表的

ニュータウンを作る、子どもた

なニュータウンで、市民が中心

ちが楽しめるワークショップも

になってまちを盛り上げている

ある。
撮影・文／難波

あります（竹見台・Kさん51歳男性）

「人生を賭けた! あの瞬間」●1946年7月、私たちは満州国新京特

「高齢者が多いニュータウンで、こ
のサービスの需要を感じています。街
の活性化と利便性向上のため、今後
は近隣センターのお店とも力を合わ

野菜の他に、お味噌
など、無添加の加工
品も販売。

せてがんばりたいです」
朝市は、街の元気の素になることを

みなさん、
ご投稿ありがとうございます！
津雲台Mさんのお話、涙が出ました。

別市南新京駅から、木材を積む貨車
に乗せられて、引揚げの途につきまし

●43時間の死闘の末、命賭けで生ま

た。
リュックを中央に集め、それに寄り

れてきた我が子。今では私より大きく

掛って落ちないようにしながら。

なりました（山手町・Iさん46歳女性）

貨車は畑の真ん中で停まり、いつ動

●北海道への家族旅行。出発３日前

くか分かりません。女性たちは降りて

に息子が高熱。それが当日朝まで。当

畑の中へʻ用足しʼに向かいました。

日キャンセルは旅行代ももったいな

「ガタンッ」予告もなしに動き出す

い…、
と考えあぐねていたら、すこーし

貨車。私は、急いで追いかけ、
とび乗り

熱が下がったようなʻ気ʼがして出発の

ました。置いていかれた人は「残留孤

決断！ 現地では嘘のように元気にな

児」になりました。14歳の夏のことです

り、家族でスキーを楽しめた思い出が

（津雲台・Mさん82歳女性）

吹田市 ビックマザーさん
9月9日の「スーパームーン」
！ 秋
の訪れを知らせるウロコ雲と共演！

記念に写真を掲載！aclub@0843.co.jp「投稿写真係」
まで

★〒
新御堂筋

二ノ切
公園

ミニストップ
（コンビニ）

車いすの映画感想家

「常連客もついたよ」
八 百 屋 さん は 宅 配
サービスも行う

AKIRAの
「良い食材には良い包丁で」研ぎ屋さん（靴の修理も）／水曜日営業

田んぼ ぴかぴか 実ったよ

撮影・文／岡野

No.1

5

秋らしく？お気に入りの作品を
独自のグルメ的見方でレビュー！

色に輝く田んぼ。千里地域では10月中旬か
ら稲刈りが始まりました。
今年は春から初夏にかけて雨量が少な
く、稲作への影響が心配されましたが、夏に
千里の田んぼは、宅地開発や道路造成で
その数を減らしています。自然環境保護や
生物多様性維持の観点からも、田んぼは大

※最新の提携店リストは「千里朝日倶楽部」
ウェブで

http://0843.co.jp/scard/
にアクセス！

らやわ。運動苦手。あと炭酸ジュース。聞くとこ

えを堪能できる名作。
フランス料理って美しい！

■ケータイで

映画。過酷な環境で工夫を凝らして調理するも

右の QR コード

『崖の上のポニョ』

「美味しい」も言わない隊員に不満を抱くことな
く、彼らの胃袋を飽きさせないように日々の食

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。

夫なんですって。甘くないけど。懐石料理のよう 「人間になりたいと願う魚と少年の交流」を幻
に小皿数種類のバラエティ豊かな食事が好き。 想的なスペクタクルで綴る生命の躍動アニメ。

で お 母さん。家 族

提携店ご優待情報

あ、
ウチはもっぱらワンプレートですよ。

ポニョのまっすぐな思いが港町に迷惑かけと

ドラマにも見えた。

る！ツッコミながらも、仕種の全てが可愛くて微

こちらもラーメン

今秋は「提携店一覧」の一斉発行
はありません。必要な方は千里朝
日倶楽部までご連絡ください。

笑んでしまう。みんなに愛される宗介君ととも

が 印 象 に 残る。寒

お世話になった方々への感謝を込めて晩餐会

に子供らしい純真無垢が満載で心が洗われる。

さを癒すほっこり。

を開くクライマックスが素晴らしい。村人の素

ポニョと宗介が食べるラーメンがめっちゃ美味

朴な驚きと歓びの表情にあふれており観てい

しそう。湯気にスープの香りを感じた。

卓を彩る姿はまる

配達・集金・折込み・エリアスタッフ
（総合職）
・業務・営業専門
●まずはお電話ください 06-6872-0031（店舗によって募集職種は違います）

メール
電

aclub@0843.co.jp

話 （06）6872-0031

ＷＥＢ ブログも充実しています！

画像は amazon.com より転載

エリアスタッフ
蛯子

「いい汗かけます この現場」

●取材掲載依頼・提携店希望・ご意見

エリアスタッフ
仲里

ASA スタッフ募集
千里朝日倶楽部７月号で取り上げた「千里山高塚の棚田」
も立派に育ちました

■スマートフォン・タブレットで

南極の観測施設を舞台に料理人の奮闘を描く

変貴重な存在。
これからも大切にしてゆき
たいですね。
（ʻ千里米ʼってどんな味がする

提携店でおトクなご優待 !!
モバイル会員証をゲット

て幸福になる。派手さは無くともたしかな見応

『バベットの晩餐会』

はまとまった雨に恵まれました。

教室100円引クーポン付き

てはいないんやけど、あぁ〜そうか動かないか

ぎに注意せなあかんみたい。炭酸水なら大丈

地域の方が丹精込めて育て上げた、黄金

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。

『南極料理人』

秋です。身体が重たいです。そんなに食べ過ぎ

ろによると砂糖たんまり入っているから飲み過

千里地域で稲刈り

んだろう? !）

吹田市 そるとママさん
ベランダのバケツで稲
作。ボウフラ対策にメダカ
も泳がせたんですよ。

南丘小

撮影・文／岡野

八百屋の川野孝さん（写真内、
右）
「 お客さんへʻおからʼの無料
サービスもさせてもらってます」

ウトを担当した北村拓さんは

読者投稿

配も行っている。

目指している。

まちを元気にした取り組みが

取り組みが多くあることを知っ

電子メールや電話で注文を受け、宅

うかがった。

では」
と話した。
が 星 形 に 配 置 される など、

高知の食材にこだわる
炭火焼鳥屋さん

「定年後にお世話になった会社が

集めた『ニュータウンを元気に

ザ２階の千里ニュータウン情

﹁味と値段で勝負！﹂独自の仕入れ
ルートを持つ果物屋さん︵左︶

「うちの野菜を食べた子どもさん

元気にするアイデアになるの

12日から千里ニュータウンプラ

こともあるんですよ」

味と安心、値段への徹底したこだわり。

に行われたまちづくりの実例を

TSUTAYA

者の顔が見えるんです。私が収穫する

人気のわけは、それぞれのお店の

外に住む人にとっても、まちを

会場は団地に模してパネル

ちから直接仕入れるので、産地や生産

並び、近隣のお客さんが列を作る。

ン（大規模団地を含む）で実際

右はパネル展の準備風景より

「当店は主に、前日に富田林で収穫

てもらいたい。ニュータウン以

した50のアイデア』展が、10月

ココ
２階

新千里南町近隣センターにて、毎週金曜9時30分ごろ〜14
時ごろまで営業◆八百屋・果物屋・焼鳥屋など◆近隣セン
ターに駐車場あり
※研ぎ屋は毎週水曜のみ営業

毎週金曜日に新千里南町近隣セン

千里と全国各地のニュータウ

デイリー
カナート

毎週金曜は「新千里南町・朝市の日」

人気のそのわけは？

もう
「オールドタウン」
と呼ばせない！

http://0843.co.jp/aclub/
当紙は…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、毎月最終日曜日朝
日新聞朝刊折り込みなどで合計約23,000部
発行。
（★印はエリア内の一部地域）

