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夜の旧新田小がまるごとアートに
映像・写真展「Kamishinden Fantasy上新

の参加者が写真や作品について和やかに

小学校校舎（府指定文化財）にて開催され

語り合った。今回、創作のため上新田地域

た。初の夜間公開ということもあり、約750

に約１ヵ月間通い、地元の方と交流を重ね

名の来場者が訪れ、盛り上がりをみせた。同

たガルシアさんは「私にとって日本の『伝

展は大阪大学が主催する〈声なき声、いた

統』はエキゾチックで物珍しいものだけれ

るところにかかわりの声、そして私の声〉芸

ども、
この作品制作にあたっての私の関心

術祭Ⅱの一環として企画され、アートマネ

は、むしろ、みなさんが普段見ているものの

ジメントの人材育成をめざす同芸術祭の受

中に別の物語を語りうるのではないかとい

講生によって運営された。

うことであった。そのようなことを、みなさん

真家ジョアン・ガルシアさんが、上新田の風

の心にも留めておいてもらえたら…」
と参
加者に話していた。
たちはそのあと、日常の物や風景などを撮

しながら展示された。ガルシアさんの映像

影した。それらの写真は「ミニ展覧会」
とし

作品を観ていた女性は「この映像は上新田

て校舎内に展示され、参加者とガルシアさ

の何気ない風景を特別なものにしてくれて

んはそれらについて振り返る会も設けた。

不思議だった。幼い頃、親と毎日歩いた竹

また、同展の目玉であった夜間公開につ

林の道が無くなってさみしく思っていた気

いて、豊中市人権文化部文化芸術室の良本

持ちさえ忘れていたことも、
ガルシアさんの

弘和さんは「昼間の公開に比べて親子連れ

作品は思い出させてくれた」
と話していた。

が多く、見聞きした内容について語り合う

また同展では、千里中央から会場まで、

北大阪少年軟式野球友好会・朝日新聞社主催

第38回 朝日旗争奪北大阪少年野球大会 開幕！

姿も見られた。校舎自体が文化財というこ

竹林や街道、路地などをたどって歩く
「みち

ともあり使用方法については制限がある

くさ集団登校」、写真の批評家や地元の写

が、校舎の持つ魅力を伝える催しを今後も

真家を招いて開いた「オープニングトー

開催できれば」
と手ごたえを感じていたよ

ク」、他にも「写真ワークショップ」や「朗読

うであった。

何気ない日常を写した作品の「ミニ展覧会」

構成・撮影／岡野

参加しないともったいない 厳選イベント!

12/11 綿と松ぼっくりでミニツリー作り
12月11日(木)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●コラボ
屋上庭園の植物を使った簡単な工作●無料●
申込み不要●06・6831・4133

12/17 のびのび子育てプラザ・クリスマス会
12月17日
（水）10時30分〜11時15分、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●劇やハンドベルの演

奏。サンタさんも登場するかも。250mlくらいの
空のペットボトルを持参してください●無料●
申込み不要●06・6816・8585

12/17 水曜広場
12月17日(水)14時30分〜16時、千里公民館 (新
千里東町1-2-2)にて●ふれあいネットワークに
よるおもちゃ作り。
メリーゴーラウンド、パッチン
ガエル、似顔絵描き●幼児〜小学生対象●無
料●申込み不要●06・6833・8090

12/20 英語でえほんを楽しもう！
12月20日（土）14時〜15時、市立千里図書館
（津雲台1丁目2−1）多目的室にて●関西大学
学生ボランティアグループ「あくせす・ぽいんと」
による英語の絵本の読み聞かせや英語を使っ
た遊び●小学生対象。保護者同伴可。先着30人
●無料●12月1日
（月）から、千里図書館に来館
もしくは電話で申込み●市立千里図書館06・
6834・0132

映画界の鬼才！

グランフロト大阪北館 ナレッジキャピタルイベントラボ
2015 年 2月 27 日(金)〜4月19日(日)

「シザーハンズ」
「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」
「チャーリーとチョコレート工場」などを手がけた映画
界の鬼才、
ティム・バートン。無限に広がるイマジネー
ションの源泉を体験する！スケッチ、
デザイン、未公開
映像作品、
オブジェなど５００点が日本初公開！！
This exhibition is organized by Jenny He, Independent Curator,
in collaboration with Tim Burton Productions

※今号は招待券のプレゼントではありません

無題︵﹃シザーハンズ﹄︶１９９０年
ｃｍ
27.9×22.9
ペン・インク・色鉛筆・紙 © 2014 Tim Burton

ティム・バートンの世界

5名に進呈！

展覧会オリジナル
クリアファイル を

■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あなたのまわり
で「2015年に起こりそうな良いこと」を明記。12月10日
（水）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

編集
後記

毎度ですが予定していた内容が差し替えになり締切間際は汗…（「日常生活お困り
隊を探せ」は別の機会にぜひ）。先月特集のパン屋『ミニョン』
さんや『新千里南町朝
市』に新しいお客さんが訪れているとのこと。励みになります！
（おかちん編集長）

●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

千里朝日倶楽部会員様 PRESENT

︻選手宣誓︼佐竹台ストロングアロー
河原直希主将︵佐竹台小学校６年︶

12月2日
（火）10時〜12時、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●ふたご以上の妊婦の方と親子が交
流。手遊びの紹介やママ・パパの座談会などを
通して、多胎児育児の大変さを分かち合い、多
胎児育児の喜びや感動を語りましょう●無料●
申込み不要●06・6816・8585

ファインプレーで開幕戦勝利をつかんだ吹田ＴＮ前田琉成君

12/2 のびのびツインズ・デー

掲載希望 aclub@0843.co.jp へ（原則非商用のみ）

で
部ブログ」
は「千里朝日倶楽
大会のアツイ情報

第 124 回千里アサコムコンサート

クリスマスの夕べ
＜男声合唱団ネクスト＞

… ふるさとの四季 … 舟唄 … 歓喜の歌 … ホワイトクリスマス …

12月 4日［木］

※プログラムは変更の可能性があります

入場無料
１９：００開演 ・予約不要

千里朝日阪急ビル1F ・200席（立見可）

【司会】浜田晶子（朝日放送ラジオ
『世界名曲大全集』）

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㈱／A＆Hホール／アサヒ・ファミリー・ニュース社

ともに汗を流し︑助け合ってきた仲間を信じ︑

もので、日没から夜の校舎の雰囲気を生か

構成・撮影／岡野

今まで支えてくれた監督︑
コーチ︑保護者の方々に恩返しを︒

ガルシアさんのその話をもとに、参加者

ガルシアさんの作品の前に立つ少年

景をもとにして新たなイメージを創作した

12月号

﹁写真ワークショップ﹂のようす

存する府内最古の木造校舎である旧新田

2014年

旧新田小の展示物を熱心に見つめるきょうだい

ワークショップでは、
ガルシアさんと15名

11月16日、第38回朝日旗争奪北大阪少年野球大会が開幕！北は
島本町、南は大阪市まで、小学生81チーム、中学生19チームが
深紅の大優勝旗を目指してトーナメントで戦います。小学生の部
では、３連覇を目指した山田西リトルウルフAが開幕戦で吹田
TNに破れるなど、波乱含みの幕開けとなりました。

千里朝日倶楽部

ジョアン・ガルシアさん

劇」など、多彩なイベントが催された。

田ゆめまぼろし」が11月１日から５日間、現

作品は、フランス在住のポルトガル人写

千里の朝日新聞が毎月お届けします

カルチャー教室の

◆お申し込みはこちらへ

申込締切：12/10（水）18時

6872-0031（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

お電話（06）

当選発表：12/17（水）※

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

眼（め）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。

押し花クラフト

至千里 中 央

１年の疲れをリセット！

教室開催場所

押し花でカレンダー作り
可憐な押し花を利用して2015年のカ

疲れは全身の疲れにつながります。今回

レンダーを作ります。押し花クラフトが初

は、眼ヨガによってさまざまな生活習慣

めての方でも、自分だけのオリジナル作

病を改善します。
この機会に、眼ヨガの気

品が簡単にできあがります。自然素材だ

持ちよさと効果を体感し、１年の疲れを

から１年間飾っていても飽きがきませ
します）
※作品例

12月17日
（水）
講師

立花 よう子（たちばな

１０：００〜１１：３０
ようこ）

定 員 / 12名
持 ち 物 / タオル
受 講 料 / 500円（会員外700円）

12月22日
（月）
講師

ヨガ指導歴：33年。立花ヨガシャンテイスタジオ主宰：心斎橋スタジオ本部、神戸、明石その他教室。NPO法人沖ヨガ協会理
事、講師。現在、新千里西町会館において新規にヨガ教室を開講中。

岩久 ケイ子（いわひさ

定 員 / 15名
１４：００〜１５：３０
持 ち 物 / A3判ラミネート作品が入る
持ち帰り用の袋
けいこ）
受 講 料 / 500円（会員外700円）
・材 料 費 / 800円

フラワーデザイナー、押し花作家として千里や池田などで展示会を開催するなど精力的に活躍中。花だけではなく、落ち葉
や樹機などを使った風景作品も作製し、豊中の市宝に紹介され注目を集める。

桃山台駅

ん。
（カレンダーはA３判、
ラミネート加工

※病気の治療ではありません

バス停

リセットしてください。

焼肉
但馬屋
新御堂筋

全身の健康状態を反映する
「眼」。眼の

N

不二家
レストラン

上新田
バス停
デイリー
カナート

ココ
２階

TSUTAYA
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

古江台 街ぐるみで関わる

ハロウィン

2014

吹田市古江台で10月26日、
「地域の交流をより深めること」をテー
マに、ハロウィン（古江台ハロウィン実行委員会主催）が開催されま
した。参加した140名の子どもたちはお化けに仮装してグループに
分かれ、訪問宅でお菓子をねだりました。
「Trick or Treat!」
「Happy
Halloween!」街のあちこちから元気な声が聴こえていました。

2014年11月8日開催（千里南公園）
主催 千里キャンドルロードプロジェクト

to the NEXT SA

TGE

撮影（一部除く）
・構成／岡野

車いすの映画感想家

撮影・構成／岡野

ʻマイノリティʼにやさしいまちづくりを
「吹田のバリアフリー・交通アクセスをめ

写真提供／「吹バリポツ」
文／岡野

知的障害者はホームで迷った。

ざす会」
（以下、通称の「吹バリポツ」）の車

「吹バリポツ」副代表の福西義信さんは

いす利用者、視覚障害者、知的障害者らメ

「近年、各駅でエレベータなどの設置が進

ンバーが、８月と10月、吹田市内の駅を障

んだが、法の基準を満たすだけでなく、す

害なく利用できるか、それぞれの立場でバ

べての人にとっての使いやすさに考慮した

リアフリーチェックを行った。

障壁の除去を望む。
また福祉機器の発達な

桃山台駅は、バス・タクシー乗り場に直結

る。生活者の変化に設備も対応して」。
また、

利用者にとって利便性に問題があった。

代表の赤尾広明さんは「マイノリティにや

また、階段の手すりが踊り場でカットさ
れ、端が半円形にループしてあるため、視

安心安全につながる」
と話している。
の結果をもとに、各電鉄会社や市議会に対

で表記されており、ひらがなを頼りにする

し、粘り強く改善を要望してゆくという。

ちゃった。今年も残すところあと１ヶ月。早過

チャールズ・ディケンズの名作をCGアニメ

ぎる！ 年越し費用は余裕ないけど、キャンド

化。金の亡者スクルージが３人のクリスマス

ルの灯りに希望をのせて映画を観よう。童心

の幽霊に根性を叩き直されるお話。映像の

に返れば全てがメリークリスマス！

完成度が高い。オープニングの雪景色が美し

（左上）桃山台駅階段の手すりは階段途中で切れ、
さらに終端がループしている（左下）ひらがな表記がない行き先案内板
（右）電鉄会社の担当者と交渉するメンバーら
（平成25年7月上新庄駅にて）

ギズモと名付けられた不思議な生き物「モグ

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス

ワイ」とイタズラ好きのグレムリンが街に大

クリスマスに憧れるハロウィンタウンの王様

騒動を引き起こす。可愛くてちょっと怖くて不

ジャックの冒険。人形を少しずつ動かして撮

思議で愉快なアクションドラマ。今年で生誕

影し、それを連続再生することで動いている

30周年！

ように見せるストップモーションアニメ。ウキ

ASA スタッフ募集

「いい汗かけます この現場」

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

ウキする音楽と、個性豊かなキャラクターに

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

よる活劇がみごとに楽しい♪

■ケータイで

にアクセス！

右の QR コード
からアクセス！

ダイ・ハード

○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。

シリーズを重ねるたびに不死身度に磨きが
かかる。その中でも記念すべき1989年のシ

ご優待提携店変更情報

リーズ１作目は何度観ても面白い。軽快なア
クションとスリルに心が踊り、痛快な反撃に
拳を握る！ 刑事の勘と、
タフな肉体を駆使し
てテロリストに挑むジョン・マクレーンの無

メール

から年末の気忙しさなんてひょいと乗り越え
られそうな熱血を注入される！

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）

提携終了：11月末にて
『和食・しゃ
ぶしゃぶ かごの屋さん』
（豊中少
路店、服部店、池田市役所前店）
●取材掲載依頼・提携店希望・ご意見

様でも頼もしいヒーロー像が最高。彼の勇姿

電

aclub@0843.co.jp

話 （06）6872-0031

ＷＥＢ ブログも充実しています！

総務部スタッフ
上村

阪急電鉄は、行き先案内板が漢字と英語

Disney's クリスマス・キャロル

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。

業務スタッフ
寺本

「吹バリポツ」ではバリアフリーチェック

木々が色付く秋を超えて師走が目の前に来

グレムリン

さしいまちづくりが、結果的に社会全体の

覚障害者は歩き出す方向に不安を覚えた。

6

くてうっとり。

どにより、重い障害を持つ人も街に出てい

する南改札口にエレベータが無く、車いす

AKIRAの

No.1

誰が何と言おうと僕に
とってのクリスマス映画
はこれなのダ！

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）

