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吹田市立千里新田小学校区を主な活

キャプテンの今村蒼くん（同）は「決勝

動地域とする吹田西部少年野球連盟所

では打てずに悔しかった。準決勝に勝て

属の千里新田ファイターズ（以下、
ファイ

てホッとして、チーム全体の気持ちが緩

ターズ）が、24チームがトーナメントで

んだのかも知れない。秋の大会では最

争った第83回春季千里ニュータウン大

後まで緊張感を保ちたい」
と強い決意を

会（千里タイムズ社主催）の決勝戦に進

話してくれました。

出。惜しくも山田西リトルウルフに０−

またファイターズは、４月26日に開幕

４で敗れたものの、準優勝の立派な成

して現在開催中の、第39回朝日旗争奪千

績を残しました。

里ニュータウン少年野球大会（吹田東部

決勝戦で登板した松澤奏太くん（６年

少年野球連盟主催，朝日新聞千里販売

生）は「準決勝まで、南千里ジャガーズや

後援）にも参戦。豊中ペガサスと激戦を

南吹田少年野球倶楽部に先制されても

繰り広げました。
こちらの２試合から、選

勝てたので、
これからもどんなときも諦

手たちの頑張る姿をお届けします。（岡野）

めずにピッチングしたいと思えた」

お料理教室＆カフェ

ｍｉｋｉ先生

シューラターブル

FaceBook & アメブロ『シューラターブル』
豊中市上新田1-28 パークヒルズL棟1F

すべて単発レッスン！ ほとんどの方がお
1人参加の少人数制。入会金も不要。

糸洲会 吹田青少年空手道教室

●千里地域の厳選イベント!

無料掲載希望

aclub@0843.co.jp

﹃日本空手道糸洲会 関西地区 少年少女

空手道選手権大会﹄︵日本空手道糸洲会関

西地区協議会主催︶が５月６日︑大阪府立

体 育 会 館 第 １ 競 技 場 で開 催 さ れ︑同 会に

所属する幼児から高校生の約６００名が

関 西一円 か ら 集 結 し︑型 お よ び 組 手 で 技

を 競い合いま し た︒吹 田 市 立 片 山 市 民 体

育館を主な活動場所とする吹田青少年

空手道教室︵指導責任者 永野嘉子さん︶

か ら 出 場 し た 選 手 た ち は︑競 技 場 内に響

き渡る元気な声で日々の稽古の成果を試

し︑素晴らしい結果を残しました︒

選 手 た ちの次の目 標 は︑８ 月に東 京 都

日 野 市 で開 催 さ れる﹁糸 洲 会 全 国 選 手 権

大 会﹂︒２ ０ １ ７ 年には︑４ 年に１ 度 開 催

される﹁糸洲流世界空手道選手権大会﹂が

中国の深センであります︒これらを経て︑

空手競技の初実施が見込まれている２０

︵岡野︶

２０年東京五輪で同教室から金メダリス

トが輩出する夢が膨らんでいます︒

○ 同教室受賞選手︵第３位以上︶

﹇型団体の部﹈ ︻優勝︼吹田青少年Ｂ︵土橋輝

太郎︑野口敦史︑藤谷咲太︶︵６級〜３級の部︶

随時募集しています

６月号

2015年

空手

︻準優勝︼吹田青少年Ａ︵西野海羽︑中川朱梨︑

【ハガキ】豊中市上新田 3-10-21
【メール】aclub@0843.co.jp

佐藤瑞姫︶︵６級〜３級の部︶

■あて先『じもと自慢係』

﹇型個人の部﹈ ︻優勝︼佐野朝美︵小学無級〜

※全てのご応募が採用されるものではありません
※原則非商用のみに限ります。
ご相談下さい。

９級の部︶︑土橋輝太郎︵小学４〜３級の部︶︑

①希望賞品②〒住所③氏名④年齢⑤電話⑥あ
なたの「もらってうれしいお中元」を明記。6/15
（月）必着。当選発表は発送で。
〒560-0085豊中
市上新田3-10-21又はaclub@0843.co.jpまで。

スポーツやカルチャーなどのサークル、学
校のクラブ活動、ボランティア活動、自慢の
ペット、あなたが撮った写真や絵画などな
ど、地元千里で自慢したいことなら何でも!
メンバー募集にも利用可。採用分は取材の
上、千里朝日倶楽部紙面に掲載します。

三木陽依︵小学２〜１級の部︶︑西野七海︵中学

博物館Gift of Harry Torczyner, New York, to American Friends of
the Israel Museum, B85.0081Photo © The Israel Museum, Jerusalem by Avshalom Avital©Charly Herscovici / ADAGP, Paris, 2015

じもと自慢
大募集 !

女子有段の部︶
︑北村 陽︵高校男子の部︶︻準優

2015年7月11日(土)〜10月12日(月・祝)
ルネ･マグリット（ベルギー）は
20世紀美術を代表する芸術
家。言葉やイメージ、時間や重
力といった、私たちの思考や行
動を規定する“枠”を飛び超え
てみせます。ベルギー王立美
術館、マグリット財団の全面的
な協力を得て、世界10か国以
上から代表作約130点が集ま
ります。 《ピレネーの城》1959年油彩／カンヴァス200×145㎝イスラエル

紙面で自慢を発表できる！

勝 ︼星 野 雄 哉︵ 小 学 ８ 〜 ７ 級 の 部 ︶︑野口敦 史

５組（10名）様に進呈！
マグリット展 京都市美術館
招待券を

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︒

千里朝日倶楽部読者様 PRESENT

︵小学４〜３級の部︶︑藤田和奏︵小学２〜１級

協力：朝日新聞千里販売株式会社

小村彩華︵小学６〜５級の部︶︑藤谷咲太︵小学

座席に限りがあるため
メール申込みの方優先

親からするとブラックボッ
クス化されている子ども
のスマホ。
どんなサービス
を利用し、
どのように使っ
ているのか教えてもらい
たい！携帯ゲーム機の対
策についても知りたい…！

の部︶︑松尾杏奈︵中学女子有段の部︶︻第３位︼

●北大阪急行千里中央駅南改札口より徒歩3分
●モノレール千里中央駅よりすぐ

４ 〜 ３ 級 の 部 ︶︑小 村 優 太︵ 小 学 ２ 〜 １ 級 の

豊中市新千里東町1-5-3

部︶︑槇野大希︵高校男子の部︶

【第1回】子ども(未成年)を持つ母親限定セミナーを6月13日に千里中央で開催

お車の場合ビル地下に
有料駐車場があります

﹇組手個人の部﹈ ︻準優勝︼小山虎汰朗︵小５

※有料無料とも掲載には一定の条件があります

年の部︶︑小村彩華︵小３・４年の部︶︑三木陽依

※画像はすべてイメージ

︵小５・６年の部︶︑米虫悠輔︵中学１年の部︶︑

大阪国際空港就航都市・山形県東根市の特産
品サクランボ「佐藤錦」
を使用。参加賞あり
●6月28日(日)12:00〜15:00（受
付は11：30から）。せんちゅうパ
ル特設会場(新千里東町)にて
●定員500人●当日会場にて
先着順申込み●豊中市空港課
（電話06・6858・2096）

槇 野 大 希︵ 高 校 生 の 部 ︶︻ 第 ３ 位 ︼岸 田 奈 央 人

吹田市立図書館の除籍本・寄贈本1000冊程度
を1人3冊まで提供。図書館の紹介パネルも同
時に展示 ●6月7日(日)13時
〜15時。万博記念競技場入り口
周辺(千里万博公園5)にて●無
料●持ち帰りの袋持参●江坂
図書館（電話06・6385・3766
FAX06・6385・3945）

︵小６年の部︶︑佐藤瑞姫︑中川朱梨︵どちらも

6/28 さくらんぼ種飛ばし 大阪豊中
グランプリ2015 取材予定

小 ３・４ 年 の 部 ︶︑大 田 姫 菜 子︵ 小 ５・６ 年 の

6/7 ガンバ大阪市民応援デー連動企
画 リサイクル本フェア

情報通信月間参加行事

千里朝日倶楽部

商用は有料
掲載です

部︶︑槇野佑斗︵中学２・３年の部︶︑北村 陽︵高

（上）お料理教室の調理例

五輪でメダル 夢がふくらむ

校生の部︶

詳しい情報はこちら

アジア、
ヨーロッパ…世界各国で料理修
業した先生の「本格味」を習えるレッスン。
家庭でも簡単に再現できるようにアレンジ
されたお料理がポイント。朗らかなmiki先
生のもと、参加者同士も楽しく交流。ピカピ
カのお料理教室は６月グランドオープン！

月刊

千里新田ファイターズ 日々の努力実る

どんな 場 面でも諦 めず︑秋の大 会は優 勝 するぞ！

千里NT大会準優勝！

千里の朝日新聞が毎月最終日曜日にお届け！

協賛：情報通信月間推進協議会

こころつむぐ旅場面

コース番号

H-3000

日帰りバスツアー・昼食付き
（お1人様参加可）

※画像はすべてイメージ

森林植物園のあじさいと
三田
永沢寺の花菖蒲

TaVIVA

六甲

６ 24 （水）9,900

■ツアー代金 「千里朝日倶楽部」
会員特別価格
（お1人様・税込） （提携ASAで朝日新聞を現在月ぎめご購読中の方）

月

日

円

10,500円

各出発地→神戸市立森林植物園（幻の「シチダ
ンカ」
をはじめ5万株のアジサイ)→オテル・ド・摩
●阪急南千里駅前 9時集合
耶（摩耶山上の絶景オーベルジュで洋ランチ）
●千里阪急ホテル 9時15分集合
→三田・永沢寺（山里に咲く650種350万本の花
●北千里駅前
9時30分集合 菖蒲）→各帰着地（17時45分〜18時15分頃）

お近くから出発します!!

一般の方

※道路状況によりルートを変更してご案内する場合があります。 ※バスガイドは乗務しません。添乗員がご案内いたします。

神戸市森林植物園

旅行企画・実施 株式会社 朝日旅行（観光庁長官登録旅行業第97号 JATA正会員）大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1000 大阪駅前第2ビル10階

◆旅行代金はおひとり様の代金です。行程中の交通費・見学費・食事代・消費税等諸税を含みます。●旅行の申し込
み……電話での予約が出来ます。●旅行の解除／変更……申し込みの人数が35人に満たない場合は旅行の解除を
お願いすることがあります。●旅行の取消し……旅行契約後の取消しは出発7日前から規定の取消し料を申し受けま
す。●免責事項……次の場合当社ではその賠償の責を負いません。①天災地変・同盟罷業などの不可抗力の事由に
よって生じた損害。②お客様の法令又は公序良俗に反する行為によって生じた損害。③運輸・宿泊機関等、当社以外
の責によって生じた損害。④その他の事項については当社旅行業約款に基づきますのでご了承下さい。●お申し込
み時にお伺いしました個人情報は、お客様との諸連絡などに、ＡＳＡ（朝日新聞サービスアンカー）と旅行企画の朝
日旅行にて利用させて頂きますのでご了承下さい。●詳しい旅行条件を説明した書面を後日お送りしますので、出発
までにご確認の上、ご参加下さい。◆掲載の写真はイメージです。※行程中の交通機関は、バス→で表示しています。

永沢寺
お申し込み・お問い合わせ

06-6345-1613

＜営業時間＞月〜金 9：30〜18：00 ※土・日・祝は休業

当紙は…ASA千里中央・北千里・千里上新田・千里桃山台・旭ケ丘・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）

カルチャー教室の

申込締切：６/10（水）18時
当選発表：６/15（月）※
※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

お電話（06）

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

ＷＥＢ「千里朝日倶楽部」
で検索（期間中・24時間受付）

眼（め）ヨガ

筆を使ったカリグラフィーをご紹介しま

れは身体の疲れにつながります。今回

す。感謝の言葉を書き、お菓子や夏らしい

は、眼ヨガによってさまざまな生活習慣

冷たいスイーツを描いて涼やかな作品

病を改善します。
この機会に、眼ヨガの気

に仕上げます。テキストは分かりやすい

持ちよさと効果を体感してください。

書き込み式で、初めての方もご参加いた

講師

立花 よう子

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

１０：００〜１１：３０

(たちばな

ようこ）

ヨガ指導歴：32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。

７月９日
（木）
講師

１４：００〜１５：３０

サークルきらら

※イラストはイメージです

定 員 / 12名
受 講 料 / 500円（会員外700円）
材 料 費 / 500円（全員共通）
持 ち 物 / 極細黒筆ペン、筆記用具他

日本カリグラフィースクールマスターコース修了。
スクラップブッキング協会、
アート＆クラフトDUC認定講師。

「竹中」野球部 奇跡のわけ
竹中×一中２年生連合が吹田市連盟旗で準優勝！

バス停

●サイズはポストカードサイズです（スタンド、台紙
はついていません）

桃山台駅

だけます。

※病気の治療ではありません

N

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

新御堂筋

全身の健康状態を反映する
「眼」。眼の疲

Thank you
for everything!

上新田
バス停
デイリー
カナート

ココ
２階

大きいの掘れた！」
とあちこちから元気な

千里中央公園で林を豊かにするタケノコ掘り

教室開催場所
至千里 中 央

筆で書く「for youカード」

自然と
「おいしく」仲良くなれた

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

声が聞えて来ました。

参加者は自然部会部会長の山口壽さ

お父さんと参加した小学２年の陽太く

NPO法人とよなか市民環境会議アジェ

んから催しの主旨説明を受けた後、雑木

んは「国語の授業で『たけのこぐん』を音

ンダ21自然部会・竹炭プロジェクトによ

林の中へ。竹の育ち方や、間伐後に光が

読して興味を持った。今日は千里朝日倶

る『自然ふしぎ発見クラブ竹のふしぎ発

届いた雑木林が竹林と共生するようす

楽部の取材もあると聞いていたし来て良

見と竹の子掘りに挑戦』が開催されまし

などを学びました。また、近年各地で見

かった！」
と話してくれました。

た。地域から小学校低学年を中心に、幼

られるナラ枯れの対策も観察しました。

小学１年から５年連続参加という松

稚園以上の子どもと保護者が参加。35家

続いて、シャベルを手に別の竹林へ移

本和佳さんは、一緒に参加した両親の手

族、約100人が集まって賑わいました。
こ

動。そこではタケノコが「今か今か」
とい

を借りることなく、慣れた手つきで傷を

の催しの目的は、市民がタケノコ堀りを

くつも頭をのぞかせていました。

豊中市の千里中央公園で４月18日、

麗しのカリグラフィー

眼ヨガで生活習慣病を改善

６月22日
（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。

通じて身近な自然に触れることと、1970

子どもたちは、竹炭プロジェクトのス

年の万博開催以降、農地としての役割を

タッフや保護者に手伝ってもらいなが

終えて放置され、里山を荒廃させる原因

ら、狙いを定めたシャベルを力いっぱい

となっている竹林を間伐することです。

何度も踏みしめ、大きくて中身の真っ白

ていました。竹炭プロジェクトでは今後
も、毎月１回のペースで間伐を続けてい
く予定です。

連携を深め、竹中の生徒だけで大会に

ものは買ったものよりおいしく感じる。
タ

出られれば。
これまで、一中とともに大会

ケノコに限らず何でも」
と、食べ物の好き

に出られたことには心から有難うと言い

嫌いをなくす秘訣を教えてくれました。
スタッフの三宅史郎さんは「大勢の参
加があり、事故なく間伐の手助けをして
もらえて有難い。地域で10年以上タケノ

下、竹中）
と吹田第一中学（加藤弘靖先生。以下、一中）の２年生同士による

なタケノコを何本も掘り出していまし

コ掘りを続けているが、今年は春に雨が

連合チーム
「竹見台中学」が見事準優勝に輝いた。

た。道具の扱いに最初はおっかなびっく

多く豊作で、私たちも今日まで掘るのを

りだった子どもたちも、２本３本と掘るう

我慢したくらい」
と笑いました。また、竹

ちに「自分だけで掘ってみる！」
「やった！

炭プロジェクトについて
「スタッフは平均

会だが、２年生だけのチームが出場でき

なかったが、僕たちにリズムを合わせよ

たのは、竹中には３年生部員がいない

うとしてくれるのがわかって嬉しかった」

ため。
しかも、同校は部全体でも２年生

と、お互いが感謝の気持ちを話した。

の３人しかおらず、人数が多い一中の２
年生と連合チームとなることで「竹見台
中学」
としての出場枠が認められた。
連合チームは、合同練習の難しさなど
からチームワークを高めにくく不利と言
われるが、今回、素晴らしい成績を残し
たのにはわけがあった。
実はこの２チームが連合を組んだの
は初めてではない。今回と同じ理由で、

だが、春の大会を終えて別れの時が訪れ

他校と連合チームを組めない。
また一中

vol.22

車いすの映画感想家

た。夏の大会規則では、今回のような一
方のチームだけが人数が足りない場合、

大会後、竹中の全校集会で準優勝旗
が披露された。野球部の強い思いにバ

は３年生が卒部する秋以降、今の２年

スケットボール部、テニス部、バドミント

生が新チームを結成して今後は単独で

ン部が応え、男女計７人（記事執筆時点）

大会に出場することになる。

が夏季限定入部を決めてくれた。
「よし、
夏も戦えるぞ」
両校はこの夏感謝の思いを胸に、
ライ
バルとしての一歩を踏み出した。

（岡野）

AKIRAの

僕にも Stand by Me!

『スタンド・バイ・ミー』
フフフンハハンフフ〜ンフフ。
「スタンド・バ

心に影を生む複雑な環境を抱えている12歳

イ・ミー」を歌いました。When the night has

の少年達は有名になりたいという不純な動

come♪

機から死体探しの旅に出る。

先日、この名曲を歌ったベン・E・キングさ

静かに時が流れてゆく心地いい映画。二
度と戻らぬ青春時代の切なさと美しさに満
ちている。何度観てもじわじわ来る。胸に迫

ただ線路に沿って歩いていればよかった

んが亡くなってしまわれた。合掌。
題名の意味は「私のそばに立って」つまり

のに些細なことで喧嘩したり、ヒルに血を吸

る。まぎれもない名作。

われたり、列車に轢かれそうになったり紆余

僕のそばで一緒に
観て感涙してくれる美

竹中と一中の１年生同士が組んで１学

（ここだけの話、長いこと
「自立」だと思い込ん

よと見えない大きな何かに教えられているよ

女カモン！ 誰も知ら

年上の大会に出場することができた。小

でた）
というわけで今回の映画は『スタンド・

うな。

ない夜明けの八代亜

竹中の顧問田中先生は「竹中は、ベン

先輩たちの胸を借り、悔しいのかどうか

たまらない３人がいる。来年度は地域と

ねた。でも、その経験が彼らを成長させ

今大会、エースとしてフル回転した一
中の脇坂君は「（竹中と連合を組んだお
かげで）先輩たちと戦え、負け続けた日々
があったから今の僕たちがある」。
「竹見
台中学」キャプテンで、準々決勝の大切
な場面で安打を放った竹中の木下君は

投打で大活躍の一中︑脇坂君

てくれたのだ。

バイ・ミー』
（1986年公開）です。

いろんな危機を乗り越えてやっとこさ目的

アメリカのオレゴン州の小さな町に住む

※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/

紀♪（それ嘉門達夫）

声楽アンサンブルの夕べ
＜北摂バロックコア＞

○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。

メール
電

aclub@0843.co.jp

話 （06）6872-0031

ＷＥＢ ブログも充実しています！

向の家路へと向かうシーンが余韻たっぷりで

第126回千里アサコムコンサート

からアクセス！

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。

４人がそれぞれの思いを噛み締めて４方

兄の死、親からの愛情不足、家庭内暴力など

右の QR コード

みなさんと作る
千里朝日倶楽部

地にたどり着く。そして「死」を目の当たり。

４人の少年が経験するひと夏の冒険物語。
竹中・一中２年生連合チーム︒竹中の選手は下段中央の３人

もわからないくらい散々な結果を積み重

提携店でおトクなご優待 !!
モバイル会員証をゲット

■ケータイで

叙情的。印象に残る。

曲折。まるで脇道、寄り道こそが人生なんだ

チの声でもわかるように野球が好きで

教室100円引クーポン付き

にアクセス！

Stand by Me（1986・アメリカ）

「私は孤独じゃない」みたいなニュアンス。

学校を卒業して間もない横顔にまだ幼

電話
（06）
6844・8611

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。

今の２年生が１年生だった昨年度は、

さを残す選手たちが、まるで体格の違う

問合せ先：NPO法人とよなか市民環境会議アジェンダ21

※千里中央公園は豊中市が管理しています。
タケノコを無断で掘ることは固く禁じられています。

これまで切磋琢磨してきた２チーム
連合チームキャプテンを務めた竹中の木下君

「一中とはたまにしか一緒に練習ができ

（岡野）

付けずに掘っていました。
「自分でとった

盟旗争奪少年野球大会決勝戦があり、竹見台中学（顧問、田中辰弥先生。以

吹田市連盟旗は原則３年生対象の大

も大変。自然の力をもらい健康にも良い
ので、若い人たちも仲間に入って」
と願っ

たい」
と熱い思いを語った。

吹田市桃山台グラウンドで５月４日、中学校軟式野球の第47回吹田市連

年齢70を超え、人手が足りなく体力的に

http://0843.co.jp/aclub/

写真はIMDb Wikiより転載

6/1~
発売

朝日おこさまにんぎょうげき
劇団みのむし糸あやつり人形芝居

「太郎くんとまっすぐおばあさん」
腹話術
キリンのリンちゃんも登場！

…エルサレムの娘達は…星に願いを…麦の唄…ふるさとの四季…

6月9日［火］

太郎君は、夏休み一人で田舎のおじいさ
んのお家に行きました。途中、おばあさんに
道を聞かれたのですが、まちがって教えて
しまいました。
そして太郎君、まちがった道をどこまで
も、
どこまでも行ってしまうお婆さんの夢を
見てしまうのです。

他

※プログラムは変更の可能性があります

１９：００開演

千里中央・朝日阪急ビル1F

入場無料
・予約不要
・200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

７月29日（水）13：00〜14：00 A&Hホール（千里中央・千里朝日阪急ビル)
ご注文 ℡ 06-6872-0031・aclub@0843.co.jp
300 円 / 当日 500 円

上演

2015年

料金

前売

※大人・子ども同額
※１歳未満無料

※定員先着250名。毎年入場券は売り切れますので、お早めにお買い求め下さい。主催：朝日新聞千里販売㈱/千里朝日倶楽部

