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千里の朝日新聞が毎月最終日曜日にお届け！

方大歓迎
触ったことがない

朝日デジタルカレッジ

タブレット

・スマホ活用講座

「はじめて」から「アプリ活用」まで
インストラクターの手ほどきでタブレットやス
マホ端末がスラスラ使えるきっかけに！ 「タブ
レットを持ってるけど使っていない」
「使いたい
けど誰も教えてくれない」方も大歓迎です。はじ
めての方には電源の入れ方からお教えします。

ある
興味の
前から
た!
が使え
アプリ

『はじめて体験』
コース
「せっかくタブレットをもらったのに全
然使っていない」
「タブレットに興味があ
るけど使えるか不安…」
という方にピッ
タリのコース！ 誰でも最初は不安なも
の。ぜひお気軽にご参加ください。

タブレ
ットっ
て
意外と
使いや
すいの
ね

お申し込みが多い場合はお
断りする場合があります。

8/11（火） 8/23（日） 8/31（月）
10：00〜11：10

はじめて体験
コース

● タブレット・スマホって？

● 電源の入れ方・基本操作

11：40〜12：40

11：40〜12：40

アプリ活用コース

アプリ活用コース

アプリ活用コース

調べ物
アプリ

お出かけ便利
アプリ

● 地図を見る など

● デジタル新聞の読み方

Google play ストア

※約15分間
「朝日新聞デジタル」
アプリをご体験いただきます。

■開催場所

至千里中央

● お出かけ便利アプリ

至南千里

● おトクに買い物アプリ

地図

朝日新聞千里販売2階

（ASA千里上新田）

徒歩：桃山台駅または千里 バス：桃山台乗車→上新田
中央駅から約 12 分
降車→徒歩約２分

ココ
２階
新御堂筋

桃山台駅
桃山台バス停

※８月は以上からお好きなアプリをご選択いただけます。

左の写真は別会場での講座風景です︒

回朝日旗争奪千里ＮＴ少年野球大会

日に高 野 台 グラウンド で行 わ れた 決 勝 戦 で︑吹

山田西リトルウルフ 優勝

第

６月

古江台近隣センター内

田市の山田西リトルウルフＡが︑高槻市の寿栄ジャイアン

１の接 戦 で破って優 勝 し ま し た︒優 勝 投 手 は 完
―

投した飯田裕貴君︒田村健吾君が優勝打点をあげました︒

ツを ２

吹田市古江台2-10-2

28 39

豊中市上新田3-10-21

※当社に駐車場はありません。

話（0120）
06-3544

9：00-18：00 パーマ・カラー16：30迄 カット17：30迄
カット4000円、ベーシックパーマ9000円〜、白髪染め7500円〜 ※全て税別

ブ
ラ
ク
ル
ー
ボ
ト
ッ
ケ
ミニバス
小学校

江台
吹田市立古

いずれも税込料金です。

朝日新聞読者様 500円（一般の方 1,000円）
■お問い合せ・お申し込み

千里朝日倶楽部「デジタル体験会」
係

（担当：ナンバ）

TEL：06-6872-0031 10：00〜18：00

●千里地域の厳選イベント!
夏休み学習サポート…8/4開始
①大学生ボランティア・大阪大
学フロンティアによる学習支援
②豊中高校の生徒による学習
サポート
①8月4日(火)〜6日(木)・18日
(火)〜20日(木)10時〜12時②8
月18日(火)14時〜15時50分。千里公民館(新千
里東町1-2-2)にて●小学生、各20人●無料●申
込み不要●千里公民館(06)6833-8090

夏休みこども実験教室…8/18
豊中高校の生徒による
「チャレンジ葉脈標本作
り」
と
「目の錯覚と首ふりドラ
ゴン」
8月18日(火)14時〜15時50
分。千里公民館(新千里東町
1 - 2 - 2 ) にて● 小 学 4 年 生以
上、30人●無料●8月5日(水)
10時から電話受付。先着順●
千里公民館(06)6833-8090

戦後70年に見つめる平和 豊中・沖
縄でつなぐ平和の架け橋…8/25・28

ご新規でお越しのお客様へ
特別な3回までのお楽しみ割引制度があります！

乗換案内

今回の開催は千里中央ではありません。
竹見台
マーケット

上新田
バス停
焼肉
但馬屋
不二家
レストラン

● 調べ物アプリ

Google検索

ツタヤ
サーバ

● アプリのダウンロードと削除

地域の方に長年ご愛顧いただいている古江台
近隣センター内の美容室ビーナスです。お客様と
のコミュニケーションを大切にし、きれいになって
いくプロセスをご一緒に創りあげる― そんな心
弾む時間を共有したいと願っております。皆様の
ご来店お待ちしております。

営業時間

価格コム

● 便利なアプリのご紹介

（左から）優勝投手の飯田裕貴君、優勝打点の田村健吾君、守備で大活躍の田中紘太君

毎月曜・第1・3月曜火曜連休（第３の連休が日曜月曜の時あり） 電

月号

はじめて体験 おトクに買い物
コース
アプリ

■参加費（1講座あたり）

Venus ビーナス美容室

2015年

アプリ活用コース

11：40〜12：40

アプリの
ダウンロード
と削除

千里朝日倶楽部
８

10：00〜11：00

アマゾン

【重要】
「アプリ活用」コースは、
これまでに朝日デジタ
ルカレッジにご参加いただいた方か、今回「はじめて
体験」
コースを修了された方が受講いただけます。

基本操作が分かったら、やっぱり活用
したいのはアプリ！ 世界に何百万とある
アプリの中から、生活をより楽しく、より
便利に、
よりお得にしてくれるアプリを選
び、使用方法をじっくりお伝えします。

■定員：各回16名

今回は以下のアプリなどを受講いただけます。

デイリー
カナート

コース
『アプリ活用』

■８月開催の講座内容

10：00〜11：10

○講座は当社がご用意したアンドロイドタブレットをご使用いただき
ますが、スマホやiOS（iPad，iPhone）
ご利用の方もご参加可能です。

定休日

月刊

ブレット・スマホ

①豊中空襲など戦争の悲劇を知る講演会「雲な
がるる果てに 豊中育ちの脚本家・直居欽哉さ
んからの手紙」 ②三線と島唄演奏を通じて沖
縄戦の歴史と平和への思いについて学ぶ講演
会「島唄で伝える平和の心 戦後70年をふりか
えって」

無料掲載希望

［受付時間］

aclub@0843.co.jp

商用は有料
掲載です

8月①25日(火)②28日(金)。14時〜16時。千里公
民館(新千里東町1-2-2)にて●講師は①関西学
院大学講師・能登宏之さん②琉球(沖縄奄美)し
まうた文化を考える会会長・牧志徳さん●各40
人●無料●8月3日(月)10時から来館・電話受
付。先着順。保育は8月10日(月)までに申込み●
千里公民館(06)6833-8090

吹田市立古江台小学校ミニバスケット

区予選２位通過、本選ベスト８という素晴

ボールクラブ（顧問：柚田真伸先生、一ノ瀬

らしい成績を残しました。この結果に刺激

理奈先生）は、３年生から６年生までの男

された女子部も「男子に追い付け、追い越

女計56人（7月14日現在）が所属する課外ク

せ」
と日々の練習により熱が入っています。

ラブです。練習は月・水・金曜の早朝40分

顧問の柚田先生は「男女とも本当にバス

と、火・木曜の放課後２時間。
日曜の休日練

ケットボールが好きで、日々上達するため

習も行っています。さらに春・夏・冬休み期

に努力している姿を見ると、保護者の協力

間中にも夢に向かって汗を流しています。

も得ながら何とか勝利をプレゼントしてあ

男子部はこの春、日々の厳しい練習が

千里の市民活動のはじまりの物語
…8/29

げたくなる」
と話されています。

実って、吹田市ミニバスケットボール春季

男子部は８月の三島大会優勝、女子部は

大会（吹田大会）を見事優勝。大阪チャレン

個人スキルの向上を目標に、
この暑い夏を

ジカップ（大阪府大会）の出場権を得て、地

乗り切ります。

（岡野）

愛媛大学教授・松村暢彦さんによる講演と千里
地域の市民活動の立ち上げに関わった豊中・吹
田市民によるパネルディスカッション
8月29日(土)14時〜16時。千里文化センター「コ
ラボ」(新千里東町1-2-2)にて●無料●保育は8
月21日(金)までに申込み●千里ニュータウン再
生推進課(06)6858-2674

柚田 先生

災害時帰宅困難者体験訓練…9/4
9月4日(金)18時〜21時。新大阪駅
周辺(大阪市)から千里中央駅周辺
(新千里東町)まで(途中駅からや千
里中央駅から各駅までの参加も
可)●対象は北大阪急行電鉄の沿
線に住んでいるか通勤・通学して
いる人●無料●8月31日(金)まで
に申込み。
ファクス可(名前、住所、
出発・到着駅を記入)●危機管理
課 ( 0 6 ) 6 8 5 8 - 2 6 8 3 。ファクス は
(06)6858-2667
イラストはすべてイメージです

福原 礼乃信キャプテン（下段中央）
「強くなるだけじゃなくて、礼儀正しく、心が優しいチームをめざします」

一ノ瀬 先生

佐藤 衣美キャプテン（下段中央）
「勝つことも大事だけど、バスケを楽しんでチームワークを良くしたいです」

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：８/３（月）18時
当選発表：８/10（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（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）

大人陶芸教室

健康！足もみ教室

和田隆先生。楽しい話を交えながら落ち

より、全身の血液循環を良くし、肩凝りや

着いた雰囲気でじっくり作陶タイム。作品

冷え性など、病気を改善します。今回は

は能勢の窯で焼き上げ、本格的な陶芸作

「夏の疲れを癒す」がテーマ。全身に蓄積

品ができあがります。初めての方から経

した疲れ・ダルさを、足もとから解消しま

(わだ

たかし）

９月10日
（木）
講師

高山 真一

（たかやま

１３：３０〜１５：００
しんいち）

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）

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。

桃山台駅

和田 隆

能勢山裾の工房で作陶。
自ら粘土を堀り、草木灰のうわ薬と薪を用い、
自作自然窯で焼き上げる正統自然派。初心者でも楽
しめる１日陶芸体験の「風気庵」を開く。

※病気の治療ではありません。

バス停

講師

定 員 / 16名
持 ち 物 / タオル・エプロン
受 講 料 / 500円（会員外700円）
材 料 費 / 1,500円（全員共通）

上新田
バス停

せんちゅうパルでさくらんぼ種飛ばし大会
豊中市新千里東町のせんちゅうパル

南広場特設会場で 6 月 28 日、果樹王
国ひがしね観光物産推進協議会による
「さくらんぼ種飛ばし大阪豊中グランプ

す。健康豆知識もいっぱいです。

験者までご参加いただけます。

１０：００〜１２：００

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

N

不二家
レストラン

山形の魅力 青空高く舞いあがれ！

ココ
２階

デイリー
カナート

リ2015」が開催されました。この催しは、

TSUTAYA

さくらんぼ生産量日本一を誇る山形県東

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

根市が生んだ、他品種と比べて糖度が
高く ʻさくらんぼの王様ʼ と呼ばれる「佐
藤錦」を広くＰＲするとともに、乗り換
えなしで結ばれる大阪国際空港と山形
空港の空路の利用を拡大し、関西圏か
らの観光誘客を図る狙いがあります。
近隣地域や他市からも集まった幼児
から大人まで総勢 500 人（当日先着）

ランドセルしょって中学校へ

の参加者は、旬をむかえてより甘さの
増した佐藤錦を口に含み、ステージ上

千里みらい夢学園「金曜日登校」

から飛距離を少しでも伸ばそうと、体を

児島聡太くんは「金曜日登校を続けて

桃山台小学校・千里たけみ小学校・竹

に中学校の先生や先輩、施設などに触

いたら、最初はちょっと怖いと思ってい

からは「金曜日登校が始まった当初は

見台中学校で構成する小中一貫教育校

れておくことで、進学時の不安がなくな

た中学生の印象が変わりました。自分

『ただ小学生が中学校に来て違う場所で

です。施設が分かれている形のまま連

ります。また中学生にとっては、自分た

も中学生になったら、小学生に優しくし

授業を受けているだけでは』という批

携し、小 中 ９ 年 間を通じて、系 統 的、

ちより幼い児童と一緒に過ごすことで、

てあげたい」。竹見台中学校１年３組

判も聞かれましたが、最近はこのように

継続的な取組を行っている全国でも珍

優しいお兄さん・お姉さんとして様々な

の福澤寛介くんは「自分が金曜日登校

２校の小学生や、小中学生が触れ合う

しい形式になっています。

面でお手本になってくれています。その

をしたとき、クラブ体験をしたことでソ

取り組みが増えているので評価する声

「金曜日登校」は、中学校進学前に

結果、小学生にとって中学生は、2 〜 3

フトテニス部に入る決断ができました」。

が多くなっています。地理的に中学校

中学校生活に慣れる取組みの１つで

年後の自分と重ね合わせて『手の届く

また、同中１年２組の近藤恵さんは「英

から遠い児童は通学の大変さもありま

す。原則毎週金曜日、２つの小学校の

あこがれの存在』になっています」と話

語 Day」について「将来、旅行関係の

すが、子どもたちが楽しみながら成長し

６年生児童全員と担任の先生が中学校

されています。

仕事に就きたいので、本物の英語に触

ていく様子を見て、保護者の気持ちも

れられてよい経験になりました」と満足

少しずつ変化しているようです」と話さ
れていました。

この日の「英語 Day」では、35 人の

小学校の授業を行ったり、中学校の先

留学生などを招き、特別な英語の授業

そうに話してくれました。

生に英語や国語などを教えてもらった

が開催されました。午前中に各教室で

り、中学校の給食を食べたりします。ま

行われた授業では、中学生と留学生が

自分も中学生になったら小学生に優しくしたい

た、休み時間には小中学生が一緒に遊

少人数のグループに分かれて、自己紹

ぶ様子も見られます。

介やインタビュー活動に英語でチャレン

ますが、その効果を千里たけみ小学校

生と３年生の活動に一緒に参加させて

の校長で、千里みらい夢学園長でもあ

もらい、まるで通訳のような中学生の姿

る森島研次先生は「小学生が中学校に

に「あこがれ」を持ったようです。

進学する際、先輩後輩の関係づくりなど

６・３９メートルの記録を出して「子
どもの部・達人賞」に認定され、佐藤
錦 100 グラムを獲得した豊中市の吉田
紗弥さん（８）は「お母さんが山形県
出身なので、家でたくさん練習を頑張り
ました。受賞できてうれしい！」妹の理
央さん（７）は「全然飛ばなくて残念だっ
たけど、参加できて楽しかった」と話し
てくれました。
また、近隣から参加した松田景子さ
んは「普段、さくらんぼはあまり食べな
いけど、思ってたより甘くて大きかった
のでビックリした。また食べてみたいで
す」と佐藤錦の魅力を感じていたようす
でした。

（難波）

この日の授業を見学していた保護者

に登校し、中学校の教室で普段通りの

ジしていました。小学生は、中学２年

は笑いも起きて盛り上がっていました。

︵左︶お母さんが山 形 県 出 身の吉 田さん家 族︒お姉さんの紗 弥さん
は自宅練習の成果で︑見事﹁達人賞﹂を受賞した︒

ある程度の ʻ段差ʼ は必要ですが、事前

この取り組みは今年度で５年目になり

ました。そんなユニーク姿に観客から

のけ反らせたり、口をすぼめたりしてい

桃山台小学校と千里たけみ小学校の６年生児童が、毎週金曜日に竹見台中学校へ登
校する
「金曜日登校」。６月26日は外国からのゲストを招き、今年で３回目となる千里みら
い夢学園の「英語Day」が行われました。
「千里みらい夢学園」は、吹田市立の、

思ってたより甘 くて大 きくてビックリ

夏の疲れを足もとから癒す

雑誌などで特集も組まれる能勢の陶芸家

８月25日
（火）

教室開催場所
至千里 中 央

有名作陶家に楽しく教わる

※子どもも参加可能ですが、保護者の方がご同伴く
ださい。焼き上がりは９月後半の予定です。

・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。

当紙の構成・レイアウト・制作／岡野

（岡野）

vol.24

車いすの映画感想家

AKIRAの

AKIRA（あきら）愛車は車椅子の映画感想家
（豊中在住）／フリーライター／ガンバ大阪
サポーター／『Akira's VOICE』
と
『ガンバ応援
From北摂』ブログを更新中。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中。

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！

授業の後、桃山台小学校６年２組の
︵左上︶﹁英語Ｄａｙ﹂で小学生にアドバイスする中学生 ︵右上︶小学生
にとってはお昼ごはんに校内でパンを買うのも楽しみのひとつ︒
一番人気
はドーナツ！ ︵左︶英語の授業を通じて小中学生が触れ合うようす︒

毎週金曜日︑ランドセル姿の小学生が中学校に登校する風景が地域の
なじみになっています︒

白球を追いかける熱闘に毎年、目頭が熱く

球に励むも時代は暗雲へと向かってゆく。太

拓かれる。休憩でキャッチボールをするシー

なる高校野球が今年で100周年を迎える。第

平洋戦争が始まり学徒出陣で戦場へ。そこで

ンに和む。達成感と明日への希望が交わるラ

１回大会は1915年になんと豊中市で開催！

人間魚雷「回天」の乗務を命じられる。歌舞伎

ストが好き！ 空と海と風、静かな時間とあた

俳優の市川海老蔵の存在感が際立つ（学生

たかい人情に触れて心が健康になる良作。

野球を描いた映画ですぐ思い出すのは

服は似合っていない）。人間ドラマが淡白で

ちなみに沖縄の方言「なんくるないさー」

『バッテリー』。自然の風景が美しく輝いてい

葛藤の描写が弱かったが、特攻という非道な

は「何とかなるよ」で

た。それはまるで中学生のみずみずしい青春

戦術への憤りはしっかりと伝わる。それだけ

はなくて本当は「くじ

を 応 援して いる か のよう。自 信 家 の ピッ

で十分。

けずに正しい道を歩

チャー原田巧の挫折と成長を家族と仲間で

『深呼吸の必要』は、いろんな事情を抱えて

く努力をすれば、いつ

サポート。気持ちよく前向きな気分にさせて

沖縄のとある島に集った若者たちの物語。さ

か良い日が来る」
とい

くれる良作。

とうきび７万本を刈り取る仕事を通して自分

う意味だそう。素敵に

を見つめる時間を噛み締め、徐々に周囲に

力強い言葉。

『出口のない海』の並木浩二はかつて甲子
園で優勝した経験を持つ大学生。新たな投

ASAスタッフ募集

目を向ける余裕が芽生え、やがて人生の道が

■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！

写真は「Yahoo! JAPAN映画」
より転載

配達・集金・折込み・エリアスタッフ・業務・営業専門

「８月にせっかく汗をかくならこの業界！ より引き締まったカラダになれるチャンスです」

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

朝日新聞千里販売までお電話を

06-6872-0031

