朝日新 聞 千 里 販 売スポーツ

たった一人の６年生

少 年 野 球
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津 雲 台 少 年 野 球 クラ ブ主 将 の 田

よしゆき

かった け ど︑仲 間 と 力 を 合 わ せ て最

﹁中学では何をするかまだ決めて

後までがんばれた﹂と話す︒

年 生 ︒２ 年 生 で 野 球 を 始 め ︑４ 年 生

いない﹂という田口くん︒でも君なら

口凱 之 く ん は︑チーム 内 で 唯一の ６

か ら 主 将 を 務 め て ３ 年 間 チー ム を

取材・写真・文／岡野

これまでの経験を生かし︑どんなこ

とにも負けずに努力できるはずだ︒

﹁卒部おめでとう！﹂

引っ張り︑この春卒部する︒

田口くんは﹁お父さんがいつも﹃お

前 が しっか り し ろ﹄と 励 ま し てく れ

た の で ︑相 談 で き る 同 級 生 は い な

教えてくれてありがとう「仲間と力を合わせ最後までがんばる大切さ」

津雲台少年野球クラブ 田口凱之主将が卒部

田口くんは後列左から４人目

千里の朝日新聞が毎月最終日曜日にお届け！

千里朝日倶楽部
2015年

３月号

府内外から72チームが出場した豊中市少年少女サッカー連盟主催「第14回北摂連盟
杯」が1月31日と2月1日、服部緑地公園人工芝サッカー場などを舞台に開催されました。
千里地域からは新田南ＦＣとＲＦＣが参戦。ゴールを目指し、元気にピッチを駆け回っ
て大会を盛り上げました。なお、優勝はガンバ大阪Jrで本大会３度目の栄冠です。

写真は﹁お別れ大会﹂より︵２０１５年２月７日︶

「自分は魔女かも!?と思う瞬間」

感謝

仕 事 場で 子どもたちから「先 生 は 何
歳？」
と聞かれると、いつも「300歳！」
と
答え、小さい 声で「魔 女 や ねん…」と
言ってます（江坂町・Oさん48歳）
―子どもは絶対信じてます。
●邪悪なことを妄想するが、現実を鑑
み実行しないとき
（東豊中町・Mさん54
歳）
―あなたは魔女ではなく真人間です。
心の中は皆自由！
●なぜか異性にモテるとき
（笑）
（上山
手町・Nさん49歳）
―最後にホンモノの魔女が登場！

3月10日［火］

※上記はプログラムの一部．変更の可能性があります．

１９：００開演 入場無料
千里中央・朝日阪急ビル1F

予約不要

【司会】浜田晶子（朝日放送ラジオ
『世界名曲大全集』） 約180席（立見可）

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

特別展 ガウディ×井上雄彦
兵庫県立美術館ギャラリー棟３階
2015年3月21日(土)〜5月24日(日)

京都市美術館
2015年6月16日
（火）〜9月27日
（日）

スペインを代表する建

16世紀から19世紀半ば

築家、アントニ・ガウディ

にわたるヨーロッパ絵画

と日本を代表する漫画

を紹介。日本初公開フェ

家、井上雄彦。唯一無二

ルメール「天文学者」は

の魅力を放つ、二人の
アーティストが奏でる夢
のコラボレーション！

gaudinoue 2014-15

pianist

谷口 彩加

violinist

柴田 由貴

バルトーク：ルーマニア舞曲 … ストラヴィンスキー：イタリア組曲 … ラヴェル：ピアノとヴァイオリンのソナタ

５組（計20名）に進呈！

招待券を各

ルーヴル美術館展
日常を描く―風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄

必見！ ルーヴル美術
館が誇る珠玉のコレク
ションを堪能して。

ヨハネス フ･ェルメール︽天文学者︾ 1668
年 Photo
RMN-Grand Palais (musee du Louvre) / Rene-Gab
-rielOjeda / distributed by AMF - DNPartcom

春待ちコンサート

千里朝日倶楽部会員様 PRESENT

Ⓒ

ヴァイオリン & ピアノ

■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「千里
地域のオススメ青空ランチスポット」を明記。3月9日
（月）必着。当選発表は発送に代えます。
あて先：３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

もうすぐ春ですね。当紙も心機一転、読者さんとともに
紙面を作る企画など、新しいことにチャレンジしてみよ
うと思います（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

第 125 回千里アサコムコンサート

撮影／岡野

Ⓒ

●猫と目が合って「ニャー」
と言われた
り、黒猫に家までついて来られて、
しば
らく家の外に居ついたとき（古江台・T
さん46歳）
―それが犬だったら魔女じゃない？
●本音と建前を使い分けたとき（山手
町・Iさん46歳）
―「大人」
ってみんな魔女かも…
●家族の秘密を暴いてしまったとき
（上新田・Kさん47歳）
―な、何のために…？
●映像で呪文を唱えているのを見たり
すると、私も同じようにしてみたくなる。

に
ご投稿

朝日新聞

『魔女の秘密展』が3月7日（土）から大阪文化館・天保山で開催さ
れます。それにちなんで、読者さんへこんな質問！

新田南FC

●主な対象／豊中市上新田近郊の幼稚園
年長、小学１年生〜６年生 ●主な活動場所
／新田南小学校・豊中九中・豊中八中等

大阪府サッカー協会・豊中市少年少女サッカー連盟加盟

北摂少年サッカー友好リーグ・豊中市少年少女サッカー連盟加盟

少年少女の皆さん・保護者の方々
見学・体験練習は、練習時いつでもＯＫです
見学・体験・入部は

新田南FC

ＲＦＣ

●主な対象／幼稚園年中・年長、小学１年
生〜６年生 ●主な活動場所／緑地小Ｇ・豊
中四中・豊中十七中・緑地公園等

検索

smfc.lais.jp

体験入部は随時募集中
お気軽に電子メールなどでお問い合わせ下さい
見学・体験・入部は 豊中RFC

検索

www.rfc-osaka.com

申込締切：３/３（火）18時
当選発表：３/７（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

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

天声人語で美文字教室

ただける日常生活に役立つヨガです。自

えて、日々の生活に定着している

分と向き合い、根本的な改善をしていき

方も。今回は「美文字版」ノート

ます。ヨガのポーズや呼吸法で気持ち良

を使い、ペンの持ち方、姿勢など、

く心身のバランスを整えて、カラダの奥

美 文 字を書くコツをおさえます。

からキレイにしていきましょう。

さらに応用編として、筆ペンで祝

充実の３連続講座！

儀袋の書き方も学びます。

１４：００〜１５：３０
講師

中村 真紀子

(なかむら

まきこ）

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

３月23日
（月）

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。

荒川 紅成

(あらかわ

１４：００〜１５：３０
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。

N

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

定 員 / 16名
持 ち 物 / 2B の鉛筆、ボールペン、
筆ペン、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
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

桃山台駅

天声人語の書き写しはブームを超

新御堂筋

はじめての方でも安心してご参加してい

至千里 中 央

美しい文字は書き写しから

教室開催場所

バス停

カラダとココロの健康が一番！

3月13日（金）20日（金）27日（金）

・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。

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

手づくり

コロッケ 隼屋 しゅんや

（本店）TEL: 06-6875-8823 吹田市樫切山18-4-104（本店は水曜日、木曜日のみ営業）

週に１度が待ち遠しくて、開店前から並

その味が認められ、有名デパ地下や大手

び たくなる。手 作りコロッケの 移 動 販 売

スーパーで販売したこともあったが「揚げ

「しゅんや」さんは、月曜日は西泉丘、火曜日

たて」へのこだわりが捨てきれないこともあ

は古江台、金曜日は津雲台にやって来て、

夢に向かってホップ！

閉店までお客さんが途切れないほどの人

３年の女子生徒５人が、一般参加の親子に

んは「約４ヶ月間の準備で、ペープサートの

絵本の読み聞かせやペープサート
（紙の人

舞台作りなど大変なことはあったけど、子ど

形劇）を発表する
「もくもくらんど」が開かれ

もが好きだから頑張れました。今日は思っ

ました。

たより緊張してしまいましたが、みんな集中

集まった親子約25名の前で生徒たちは

に千里図書館の職員さんを学校に招き、読

ラムを丁寧にこなしていきました。

み聞かせの意義から絵本の持ち方や読み

オープニングで「はじまるよ、はじまるよ。

また、実践の場所まで提供してくださり、図

と、手遊びで子どもたちの気持ちをほぐし

書館には本当に感謝しています」
と話され

ました。そのあと絵本を読み聞かせると、子

ていました。

どもたちは歩きまわることもなく、お母さん
の膝の上で集中して聞いていました。
ぐれたのか、手作りのかわいい動物たちが

わってきて良かったです。夢に向かって頑

登場するペープサートを表情豊かに発表

張って」
と笑顔で話していました。

受けるのに、揚がると１つも間違いなく渡

のも選ぶ楽しみがある。

している。聞けばなるほど「ビーフは楕円
形、にんにくは俵形、チーズは三角形」
と、種
類によって形が違う。
そういえば、並んで食べている子どもた

のリクエストではじめたコロッケの方が売

ちの顔…コロッケにソックリ!?

れだして
「気が付けばコロッケ屋さんに」。

参加しないともったいない

3月7日(土)・8日(日)10時〜18時(8日は17時ま
で)。せんちゅうパル南広場(新千里東町1-3)に
て●無料●当日会場へ●豊中市空港室06・
6858・2096

し、子どもたちから大きな拍手が贈られて

撮影地／西泉丘

●営業時間：16時〜20時30分（本店は11時30分〜19時）
●営業日：
【月曜日】西泉丘コンビニエポックさん前【火曜日】古江台ショッピング
センター【水曜日と木曜日】樫切山本店【金曜日】津雲台ショッピングセンター
●それぞれ施設の駐車場あり
（満車の場合はご容赦ください）

取材／岡野・難波 写真・文／岡野

3/13 転勤族カフェ 取材予定
転勤族ならではの悩みを語り合い、地
域の情報を提供

3/15 ビブリオバトル IN ゆいぴあ
発表者が「未来」をテーマに本を紹介
し、参加者全員でチャンプ本を決定

3/14 風のぶらんこ劇場
「風のぶらんこ」による絵本の読み聞
かせなど

3/29 Whaleフェスティバル 取材予定
吹田市在住、在勤、在学の若者らによ
るバンドや弾き語り・歌・ジャズバンド
などのステージ発表

厳選イベント!

3/7・8 大阪国際空港就航都市 物産展
島根県出雲市・同県隠岐の島町、福島
県須賀川市、兵庫県豊岡市、高知県南
国市、鹿児島県奄美市の、
ご当地のマ
スコットキャラクター出演、航空会社に
よる子ども制服写真撮影会ほか

（サイ・ショウオン）
くんのお母さんは「緊張
している姿から、生徒たちの真剣さが伝

身させる。
また、
メニューが12種類と豊富な

てワッフルを販売していた。でも、お客さん

「メダル」をうれしそうに見つめる蔡承恩

そんな様子を見て生徒たちも緊張がほ

複数のお客さんからひっきりなしに注文を

成正也さんは、脱サラ後に喫茶店を経営し

方、
プログラムの組み方まで教わりました。

にーと、にーで、かにさんだよ‥ちょきんっ」

「私はビーフ！」
「僕はにんにくとチーズ！」

ケをサクッとうれしいホクホクコロッケに変

コロッケ屋をはじめて今年で26年目の吉

塩川先生は「昨年10月、イベントのため

緊張した面持ちで自分たちで考えたプログ

ておつかいに来てくれるようにもなった。

でコレステロールゼロの米油が、生コロッ

して聞いてくれてうれしかったです」

家庭科の塩川真依先生に見守られながら、

今ではかわいらしいʻ二代目ʼがメモを持っ

受けてから揚げはじめ、オレイン酸たっぷり

はとてもうれしそうでした。
保育士を目指しているという小西由芽さ

さんの顔を覚えて交流できるのが楽しい」。

こだわりは「完全揚げたて」販売。注文を

取材・写真・文／岡野

で児童文化を選択する府立千里青雲高校

「移動販売を長く続けると、街ごとでお客

気ぶりだ。

千里青雲高校生徒が図書館で親子向けイベント

豊中市立千里図書館で1月23日、家庭科

り、現在の形に落ち着いた。

週に一度やって来る！ コロッケの完全揚げたて移動販売

カルチャー教室の

3月13日(金)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●無料●
申込み不要●06・6831・4133

※イラストはイメージです。

下車すぐ）にて●無料●青少年活動サポートプ
ラザ06・6816・8552

3月15日
（日）10時30分〜12時。夢つながり未来
館「ゆいぴあ」
（吹田市山田西4-2-43、阪急山田
駅下車すぐ）にて●観戦は先着40人（15分前か
ら受付）●山田駅前図書館06・6816・7722
ホエール

3月14日(土)11時〜11時40分。吹田市立千里丘
図書館（吹田市千里丘上14、JR千里丘駅下車徒 3月29日（日）13時〜16時。夢つながり未来館
歩９分）にて●無料●06・6877・4060
「ゆいぴあ」
（吹田市山田西4-2-43、阪急山田駅

前回のWhaleフェスティバルに参加した「さつきピューレ」

掲載希望

いました。
劇が終わり、生徒たちにかけ寄る子ども

車いすの映画感想家

たち一人ひとりへ、画用紙で作った「もくも

AKIRAの

くランドメダル」をかけてあげ、子どもたち

No.1

9

こちらの紙面をお届けする2月22日は「猫の

「トーク＆弾き語り」どこボラお楽しみ講座

取材・写真・文／岡野

豊中市の旭丘中央集会所で2月8日、
『第68回

上封鎖の最中にニューヨーク定期船でパナマ運

どこボラお楽しみ講座』が開催され、元大型タン

河を通過してキューバ沖を通航したことや、乗

カー通信長の渡邊浩三さんのトークと水中カメ

組員を水葬した体験など、若い時代に15年間海

ラマンであり歌手の高野弘さんの弾き語りが、

上勤務をした貴重な思い出を、懐かしい写真や 阪神ファンの渡邊さんは自作のTシャ
ツを着て
「六甲おろし」
で颯爽と登場！
手作りの図面を示しながら語った。

約80人の客を大海原の旅へといざなった。

地域から大勢のお客さんが集まった

た邦画作品。
『竹取物語』
（1987）をスタジオ

して冷や汗流す姿かわいい！ 『三匹荒野を

ジブリの高畑勲監督が至高の映像世界で甦

「自由はたくさんの人が流した血と汗と涙

行く』
（1963）２匹の犬と１匹の猫の冒険。シ

らせた！ 画面の隅々からほとばしる鮮やか

の上に成り立っているのだ」 不屈の尊厳を

ンプルながら彼らの名演に引き込まれる。

な生命感が繊細で大胆で美しい。
うたかたの

渾身で歌い上げる黒人霊歌“Roll Jordan

至福に包まれ切ない余韻とともにワッと泣い

Roll”(ヨルダン川よ、流れよ)が胸に響く。感じ

てしまう秀作。栄冠に輝いてほしいな。

る心の痛みが命の重み、かけがえのない尊

猫トントの味わい深〜い旅路が印象的。

で、地域の高齢者同士の触れ合いを目的にボラ

曲をギターで弾き語り、水の恵みと自然環境の

ー賞授賞式が開催されます。
というわけで同

ンティア活動を行っているグループ。
このコラボ

大切さを訴えた。

賞関連のオススメ映画をご紹介！ 観て！

渡邊さんは、昭和37年キューバ危機により海

を持ち合わせている人間の本質を見つめる

便』
（1989）の黒猫ジジは好き。大型犬を前に

『ハリーとトント』
（1974）ハリー爺ちゃんと愛

23日はアメリカにて映画の祭典、アカデミ

（2013）
『それでも夜は明ける』

ドラマの見応えずっしり。

さに思えた。
映画館を出た。三毛猫が「シャーッ！」。車い
すはなぜか猫に威嚇される。僕は犬派。

講座終了後、渡邊さんは「要望があれば地域
の小学校などでも、日本経済を支える海運の重
要性を伝えたい」
と話していた。

ASA スタッフ募集
歌声が心地よさそう・・

高野弘さん（左）
と息子の広海さんのセッション

配達・集金・折込み・エリアスタッフ・業務・営業専門

「春風を朝一番に感じると一日中ウキウキ！ウソ!? と思ったら、お電話をどうぞ」

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/
■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

昨年のアカデミー作品賞受賞作。奴隷生
活を強いられてしまった黒人の音楽家ソロ

教室100円引クーポン付き

にアクセス！

モンの12年間の戦い。大小さまざまな罪と罰

今年の長編アニメ部門にノミネートされ

高野さんは、
自身で作詞・作曲したオリジナル

縁から実現した。

『かぐや姫の物語』
（2013）

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。地域イベントにもボ
ランティアとしてしばしば出没している。

日」にゃんにゃんにゃん。アニメ『魔女の宅急

「どこボラ」
とは「どこでもボランティア」の略

は、お２人が西泉丘の同じマンションに住むご

犬派の僕からおくる、猫
の日のオススメ映画等。

aclub@0843.co.jp（原則非商用のみ）

（店舗で募集職種は違います）

朝日新聞千里販売株式会社

06-6872-0031

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）

