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優勝した少年野球佐井寺クラブ！ 優勝の後はみんなで涙を流したね

平成26年度 佐井寺体育振興会杯 (佐井寺大会）

決勝は、少年野球佐井寺クラブが千三少年野球クラブを１点差で退け、チーム創立20周年を優勝で飾った。決勝で先発した佐井寺の
金成悠人君は、５イニングを投げ８奪三振。得点に絡む中前打も放つなど、投打で大活躍しMVPに選ばれた。

千里の朝日新聞が毎月お届けします

千里朝日倶楽部
1

2015年 月号

MVP

金成悠人君

取材・写真／難波 構成・文／岡野

ま ち び ら きか ら

12

50

プロ野球東京ヤクルトスワ
ローズ の 元 選 手 宮 本 慎 也さ

いますが、
「藤白」は熊野詣の５体王子の1つ、和歌山県

ん。日本代表キャプテンとして、五輪に２度出場しまし

海南市の藤白（ふじしろ）神社に由来する説があります。

た。他に、９月まで『おは朝日』に出演していたタレント

かつて藤白の地に、藤白神社の代参地（遥拝所）があっ

の飯星景子さん。お２人とも藤白台小出身です。

たからだとか。千里地域には他に「津雲（九十九）台」、

ウェブ

「熊野田」など、熊野詣にちなんだ地名が今に残ります。

要

吹田市最北端。青山台より

『藤白台のホームページ』
と
『ア
ラウンド・藤白台』が詳しい。ま

ちのなりたちから最新情報まで満載です。新しく引っ越

約100㍍だけ北に突き出てい

して来られた人にもおすすめ。

ます。丘陵地で坂が多く、千里北公園内の水遠（ずいお
ん）池、蓮間（はすま）池は、山田川にそそぐ源流。ピアノ

買

池も含めて、市内では数少ない自然の岸辺が残ってお
り、渡り鳥も飛来するなど多くの生き物と出会えます。

スポット

『三色彩道』が大変有名。11
月下旬に、フウやカエデが見

ら藤白台」には、スーパーマー

ケット、米穀店、クリーニング店、薬局、ショットバー、デ
イサービスセンターなどのほか、郵便局や市民ホール
もあり、住民の生活を身近で支えています。

今昔写真
アットホームな店内に、オーガニック

現在の北千里駅周辺と、ピアノ池（写真内、右）2014.12

コットン使用のベビー服・楽しく遊べ
て安全性の高い知育玩具・今治タオ
ル・親子ペア服・元気で活発なお子さ
んも動きやすくデザイン性の高い子供
服などをご用意しています

写真提供／永井俊雄さん︵右の２枚︶

ｇrandma
グランマ

ショッピングセンター「ゆら

写真提供／奥居武さん

可愛らしいベビー・子供服のお店

物

今は森に育った３丁目旧公社団地内の斜面。中の通路
は2000年頃「ふれあいの道」
と名付けられた 1976.7

2015年1月末日まで有効/コピー不可

お車でお越しなら

駐車場２台

お買いものは

小さなお子様の

ベビーカーのまま プレイスペース

ローソン

〒

日産自動車
五月が丘バス停・

★

パンmignon・
ミルフィーユ・

紫金山公園

５%OFF!

【営】10：00am〜
19：00pm【休】毎
木曜・12/29〜1/2
● 吹 田 市 五 月が
丘北14-63-103●
（06）6876-0129

名神高速

千里朝日倶楽部特別クーポン

三色彩道から北千里方面を撮影 1967

現在のようす

青山台C74から撮影。三色彩道の街路樹に注目 1968

年を迎 えた 藤 白

台で 月７日︑春から積み重ねてきた

年 記 念フェスタ﹄
︵ 藤 白 台 まち

年 事 業 実 行 委 員 会 主 催︶
が千里

50 50

関連事業の集大成として
﹃藤白台まち

びらき

び らき

金蘭大学佐藤記念講堂で開催され︑主

に藤 白 台︵上 山 田 含む︶
から︑８ ０ ０ 人

物

以 上 が参 加 した︒イベント を 通 じて︑

人

地域住民が一体となることが目的︒

﹁ そ 〜 れ ︑そ れ そ れ ︑ふ じ し ろ 音

年の取 組みから誕 生し

50

頭！﹂ ステージでのオープニングは︑

ま ち びらき

見物客が訪れます。＝写真＝

た﹃ふじしろ音頭﹄︒藤白台小２年生の

事に色づく吹田市随一の紅葉スポットで、市内外から

世古桃詩さんの歌声に合わせ︑
ステー

ジ出演者総勢３６０人が踊った︒

その後︑保育園児たちの元気あふれ

る演技から︑世界的に活躍する音楽家

の演 奏 まで︑バラエティーに富 ん だ 内

容のステージが披露された︒

さらに︑藤白台に住んでいた﹁かしま

し娘﹂の正 司 花 江 さんがスペシャルゲ

ストとして登場︒正司さんは地域で過

ご し た 思 い 出 や ︑藤 白 台マー ケット

50

︵現︑ゆらら藤白台︶
で今でもよく買い

講堂のロビーでは
﹃写真で見る 年﹄

物することなどを話していた︒

小字名の「吹田市大字山田
上字藤白（とうじろ）」からきて

と題し︑まちのうつろいが感じられる

写 真が展 示された︒来 場 者は︑万 国 博

覧会会場予定地区を示した航空写真

や︑まちびらき当 時の団 地 群など︑貴

いけるか不安もありますが、新しい出会い・発見が楽しみです！
（おかちん編集長）

古江台）

重な写真の前で足を止めていた︒

白いんだ」
と発見の日々でした。来年は配達地域が広がる予定です。２人でやって

位山田西、2位

３ 月に大 阪 市 内 か ら 引っ越 してき

●安全のためやむを得ない場合

新年はムォっと撮影が上手になりたい！
（みっちー） 今年も、
「地元ってこんなに面

（吹田市3位。1

て︑今回家族で訪れた東口順記さんは

ている場合

編集
後記

3100平方㍍

﹁藤 白 台は自 然 が多 くて住みや すい︒

歳以上、または身体に障害を負っ

【面 積】1 1 7 万

地域と密着したイベントがあるのも楽

●運転者が13歳未満もしくは70

（2013年）

しい﹂と話していた︒

高橋診療所さんの前、旧2号線と121号線の立体交差
の下。千里グリーンマンションさんの前の狭い坂道を、
自転車が猛スピードで下りてくることが。西側から来る
歩行者や自転車との衝突に気をつけっ

道路標示がある歩道を通るとき

地名の由来

概
【人口】7686人

エンディングでは︑
ステージで再びふ

は「普通自転車通行指定部分」の

じしろ音頭が踊られ︑観客席から飛び

豊中市上新田４丁目６番の交差点

表作」
といえるラインアップ！

■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「2015
年、何としてでも手に入れたいもの」
を明記。1月13日
（火）必着。当選発表は発送に代えます。
あて先：１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

入りする姿も見られた︒

●「自転車通行可」の道路標識又

だい

ASA千里上新田・橋本からの情報

た印象派からシュルレアリスムまでの傑作70点以上。
スケッチや習作がほとんどない、
まさに「すべてが代

しろ

自転車が歩道を走ってよい場合

表作６点など、
これまでなかなか来日の実現しなかっ

ふじ

は幅6メートルにおよぶモネの大作やシャガールの代
基本的に、自転車は道路を走ることがルール（一
部除く）。歩道が狭い場合は特に気をつけたい。

年 事 業 実 行 委 員 長の小 南 康 隆さ

ションを、日本で初めてまとめて紹介。出品されるの

んは﹁建 替 えで若い世 代 が増 えたが︑

スイスが誇る美の殿堂チューリヒ美術館のコレク

藤白台

神戸市立博物館
2015 年 1月 31 日(土)〜5月10日(日)

今後も世代間で協力しあい︑高齢者の

チューリヒ美術館展

©2014-2015 Kunsthaus Zürich. All rights reserved.

印象派からシュルレアリスムまで

アンリ・ルソー︽Ｘ氏の肖像︵ピエール・ロティ︶︾１９０６年

ココに気をつけっ

５組（計10名）に進呈！

招待券を各

●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

吹田市

撮影／岡野︵近畿北摂大会の写真は︑読者からのご投稿です︶

交通安全祈願

第35回 近畿北摂大会

決勝は、山田徳永君、千三橘
君の球史に残る投げ合いに。

準優勝の千三少年野球クラブ︒悔しさを絶対バネに！

千里ツインズは学年や男女をこえたチームワーク！

３回戦で、豊中東部大会決勝と同じ組み合わせが実現。旭丘打線が、ツインズの
剛速球投手坂本君を攻略。東部大会同様、軍配は再び旭丘に上がった。

サ ポー トや 安 心 安 全で住みよいま ち

いつもスマイル元気一杯！ 旭丘サンバーズ

第38回 朝日旗争奪北大阪大会

づくりを目指す﹂とまとめていた︒

吹田千二クラブは明るく楽しく第三位！

夢にまで見た優勝！ 山田スパークスおめでとう！

準優勝！佐井寺を最後まで追い詰めた千三少年野球クラブ
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写真提供／奥居武さん（上の集合写真）

カルチャー教室の

申込締切：1/8（木）18時
当選発表：1/10（土）※
※当選発表は「ご案内状」のお届けに代えます

◆お申し込みはこちらへ

12/31〜1/3は電話受付け不可

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

健康！足もみ教室
気持ちいい足ツボ療法で痛みを解消！
より、全身の血液循環を良くし、肩凝りや

分と向き合い、根本的な改善をしていき

冷え性など、病気を改善します。今回は

ます。ヨガのポーズや呼吸法で気持ち良

「風邪予防・冷え症」がテーマ。全身に蓄

く心身のバランスを整えて、カラダの奥

積した疲れ・ダルさを、足もとから解消し

からキレイにしていきましょう。

ます。健康豆知識もいっぱいです。

充実の３連続講座！

※病気の治療ではありません。

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

1月16日（金）23日（金）30日（金）
１４：００〜１５：３０
(なかむら

受講料/

まきこ）

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。

350人を超す子どもたちの元気な声が12月14日、

地域の恒例行事「お楽しみ会」にこだました。
東佐井寺小学校の運動場や体育館に、スポー
ツ、
クラフト、もちつき・もち試食、エコクイズ、やき
アイドル「さつきピューレ」によるステージとバルー
ンアートもあって盛り上がった。
初めてもちつきを体験した６年生の女子児童は
「杵が重たかった。おもちはふわふわに見えたのに
ついたら硬くてびっくり」
と笑顔で白い息。
主催の青少年対策委員会、佐藤和子委員長は
「地域の大人と子どもが触れ合うために20年以上
開催している。長年の継続は、学校、地域、PTA、ボラ
ンティアなどの強い団結力があってこそ。皆様の協

不思議に感じた高崎全くんと榎本雄太くん

玉ねぎの苗450本を植え付けた。

の疑問に、協会スタッフの高橋滋さんは「本

玉ねぎは稲との二毛作で、
この秋に同じ

来なら稲の株は、田んぼを畑に変える際に

場所で稲刈りが終わったばかり。畑の周り

肥料として使うが、今回は畑を囲むブロック

には、稲の株がぐるりと積まれていた。

が崩れないよう補強材として使った。
これも
資源の有効利用だよ」
と答えていた。
担任の庄司貴文先生は「取組みを通じて

教わった。その後、畝（うね）を踏まないよう

食べ物を大切にする心が育ち、収穫後の達

に気を付けながら畑に入り、苗を丁寧に植

成感が自信につながれば。また、お世話を

えて周りに優しく土をかぶせ、仕上げにじょ

してくださる方々に感謝する気持ちも学ん

うろで水をやった。

でほしい」
と、玉ねぎのように一皮も二皮も
いた。
取材／難波・岡野

撮影・文／岡野

玉ねぎの植え付け

く植えられたと思う。苗がちょっとヌルヌル

むけて成長する子どもたちの姿を期待して

高野台小

などを協会スタッフの稲山三郎さんらから

農業体験で子どもの成長願う

会）の協力のもと、校庭の畑約６平方㍍に

岡田芽衣さんは「初めての体験だけど、
うま

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

で買い物し、
どのお店で何を買ったかなど、

田純子会長＝）が竹見台近隣センターで開

子どもとの会話を楽しんでいます。
また、お

催された。近隣住民にセンターに親しんで

店の方が親切なので、子どもは御使いがで

もらい、地域活性化につなげることが目的。

きるようになりました。近隣センターのイベ

会場には、わたがしやポップコーン、手作

ントは今後も参加したい」
と話していた。

りクッキー、コロッケなどの出店が所狭しと

イベントのクライマックス「大抽選会」で

並び、和太鼓サークル野火や、大阪学院大

は、Ｊ１ガンバ大阪所属選手の直筆サイン

学アカペラサークル、関西大学学生チーム

入りグッズや各店舗提供の商品などを期待

「漢舞」などのパフォーマンスで賑わった。

して黒山の人だかりに。その後、小学生にお

また、先着順でコロッケやフランクフルト
などが振る舞われ、
ブースには長蛇の列が

菓子の詰め合わせが贈られ、大盛り上がり
のうちにフィナーレとなった。

できていた。

このイベントで得た利益は、福祉団体や
動物保護団体に寄付されるという。

んは「こちらはお肉が新鮮で美味しいので

していて面白かった」
と話した。
稲の株が、
どうして畑の周りにあるのか

今回、初めて玉ねぎの苗を植えたという

TSUTAYA

ル（竹見台近隣センター管理組合主催＝米

参加しないともったいない 厳選イベント!

日、NPO法人すいた環境学習協会（以下、協

子どもたちは、玉ねぎの原産地や育て方

ココ
２階

写真・文／岡野

よく買いに来ます。できるだけ地域のお店

家族３人で参加していた青井江利子さ

撮影・文／岡野

高野台小学校５年１組の児童が12月3

しんいち）

千里丘市民センター他で健康教室を開催のほか、足もみ普及活動や若石健康法のスクールも開催。吹田市岸部で「岸部カ
イロプラクティック治療院」を経営。

㊨体育館でクラフトコーナーとエコクイズが実施された

いものコーナーが設けられ、今年は吹田のご当地

１３：３０〜１５：３０

デイリー
カナート

㊨初めておもちをついて
﹁意外と硬いな！﹂

お楽しみ会

高山 真一（たかやま

㊧さつきピューレ ㊨とべ！﹁割り箸ロケット﹂

五月が丘地区

力に感謝している」
と話していた。 取材／難波

1月31日
（土）

定 員 / 16名
持 ち 物 / 温茶かお湯・タオル・ハンド
クリーム
受 講 料 / 500円（会員外700円）

桃山台駅

ただける日常生活に役立つヨガです。自

上新田
バス停

取材／難波・岡野

竹見台クリスマスフェスティバル
12月6日、第７回クリスマスフェスティバ

N

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

新御堂筋

第二の心臓と呼ばれる足を揉むことに

バス停

はじめての方でも安心してご参加してい

中村 真紀子

教室開催場所
至千里 中 央

カラダとココロの健康が一番！

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。

㊤クラフトコーナーでは、子どもたちが大人から工作を教わりながら交流した

1/17・1/31 冬のおたのしみ会
1月17日（土）は人形劇、1月31日（土）
はおはなしや絵本の読み聞かせ、影
絵など。いずれも14時30分〜15時30分、市立

千里図書館（津雲台1丁目2−1 千里ニュータウ
ンプラザ内）にて●4歳以上対象。各先着50人
●無料●市立千里図書館06・6834・0132

1/20 ひとりのびのび読書タイム
1月20日（火）10時30分〜12時、山田駅前図書
館（吹田市山田西4丁目2-43 夢つながり未来館

車いすの映画感想家

AKIRAの

幼児と保護者対象。10組（多数抽選）●無料●
申込みは1月14日（水）までに直接か電話で同
館へ●山田駅前図書館06・6816・7722

年の三ツ星映画をご紹介します。

『インターステラー』上映中！

1/21 水曜広場

●06・6833・8090

クによるおもちゃ作り(りぼん凧、紙皿
回し)、似顔絵描き●幼児〜小学生対象●
無料●申込み不要●06・6833・8090

1/22 ランチタイム ロビーコンサート

※イラストは
すべてイメージです

1月22日(木)12時〜12時45分、千里文化セン

7

気が出た！ ３冠にちなんで、先日出会った今

十七絃・川島正子さん、北田ゆかさ
ん、柳友紀子さん、尺八・阪口夕山さん
による
「春の海」ほか●無料●申込み不要

1月21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

のび
のび
間
り時
と
ひ

No.1

ガンバ大阪、３冠やったー！
！
！ うれしくて元

ター「コラボ」(新千里東町1-2-2)にて●箏と

内）にて●子育て中のあなたへ保育付
き読書の時間をプレゼント●1〜4歳の

祝！ ガンバ大阪３冠…
にちなみ、今 年の三ツ
星映画をご紹介！

感に圧倒されてゆく。

1月23日(金)11時15分〜11時45分、千里図書館
(新千里東町1-2-2)にて●千里青雲高校の
生徒によるおはなし会●2歳以上の子ども
対象●無料●申込み不要●06・6831・0225
掲載希望

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。地域イベントにもしば
しば出没している。

宇宙が命かがやく愛の海に見えて感涙した。

ものスッゴイ迫力映像が、次から次へと展

エンディングの余韻が奥深い！映画ならで

開！ その先に待つのは壮大な愛のドラマ。親

はの映像表現で、未知なる旅路をロマンたっ

子の絆。

ぷりに満喫。

幾多の困難を経て、漆黒の闇に落ちた末に

あったら良いな

人類存亡の危機に瀕した地球を救うため

見えた光明は、まるで虹のように未来への架

と思うファンタジ

新たな星を探す物語。舞台は「惑星間移動」

け橋となるもの。勇気と知恵がありすぎる親

ーに心が満たされ

を意味するタイトル通り、宇宙がメイン。

子の活躍に拍手喝采。

た年末。皆様にも

物理に疎いので、ブラックホールとか相対

無重力に潜む謎の解明に鳥肌が立った！

性理論というキーワードに頭が悲鳴をあげ

それは人が人を求め続ける人間の根源に迫

てしまう・・・ところが、ジッと耐えて身を委ね

るもので心にグッと来る。愛は国境を、いや

ていると、やがて広大な宇宙を探索する臨場

時空を引き裂いて飛び越えるんだ！ 無限の

ASA スタッフ募集

1/23 もくもくらんど

ハートフルが訪れ
ますように。

配達・集金・折込み・エリアスタッフ・業務・営業専門

（店舗で募集職種は違います）
「不思議と健康になれるこの仕事。
ウソでしょ？と思ったら、
まずはお電話をどうぞ」

よいお年を！
画像は『インターステラー』
サイトより転載

朝日新聞千里販売株式会社

06-6872-0031

aclub@0843.co.jp（原則非商用のみ）

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

http://0843.co.jp/scard/
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。

みなさんと作る
千里朝日倶楽部

身近なイベントやスポーツ、素
敵な人や場所、お店などの情報
をお待ちしています。
メール
電

aclub@0843.co.jp

話 （06）6872-0031

ＷＥＢ ブログも充実しています！

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22,000部
発行。
（★印はエリア内の一部地域）

