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タブレット・スマホ活用講座
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！ ９月は「脳トレアプリ」
「通信アプリ」
「健康アプリ」
「LINE」を学
びます。１講座からでもお気軽にご参加ください。

コース
『アプリ活用』

ある
興味の
前から
た!
え
が使
アプリ

● 脳トレアプリ

● LINE
（コミュニケーションアプリ）

※９月は以上からお好きなアプリをご選択いただけます。

○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。

せき家 S E K I Y A

豊中市上新田2-14-8

松尾マンション1F

不定休 電 話 06-6832-6556
11：00-14：00、18：00-24：00 ラストオーダー23：30
せき家ねぎそば800円、中華そば620円、四川担々麺830円
定休日

営業時間

吹田市桃山台5-1-C20

千里桃山台駅前専門店街1F

パズル など

体重・血圧管理
ヨガアプリなど

11：30〜12：30

11：30〜12：30

電 話 06-6832-1113
毎日曜日
10：00-19：00 P有り 無料駐車券有
視力測定から加工・販売、修理や時計の電池交換
定休日

営業時間

豊中市新千里東町1-3

せんちゅうパル専門店街３F

ハロー！パソコン教室せんちゅうパル校では、初
心者の方からお仕事での効率化を目指す方、資
格取得や趣味の幅を広げたい方など皆様のニー
ズや目標に合わせて個別に指導を行っておりま
す。また、ご自身のパソコンを使って学ぶことも可
能です。ぜひ一度無料体験へご参加ください。

９月号

2015年

※当社に駐車場はありません。

■参加費（１講座あたり）

税込料金

朝日新聞読者様 500円
一般の方
1,000円

コミュニケーション ■お問い合せ・お申し込み
アプリ
（SNS）
「デジタル体験会」係
Gmail（メール）
LINE（ライン）
TEL：06-6872-0031
skype（ビデオ通話）
［受付時間］10：00〜18：00（担当：ナンバ）

●千里地域の厳選イベント!

「親子でつくってあそぼう」や「段ボール迷路」な
ど。親子であそびに来てね
9/15（火）10時30分〜12時30分。夢つながり未
来館（ゆいぴあ）1階（吹田市山田西4、阪急山田
駅下車すぐ）にて●無料●就学前の乳幼児と
保護者対象●のびのび子育てプラザ（電話06・
6816・8585、FAX06・6816・8588）

無料掲載希望

aclub@0843.co.jp

商用は有料
掲載です

時〜18時。dios北千里（阪急北千里駅下車す
ぐ）にて●一般参加可（2部は同窓生限定）●
「邂逅会」
ウェブサイトhttp://kitasenri.com/

転勤族カフェ…9/25
転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報
を提供 9/25（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

認知症・介護の実際を学ぶ（コラボ日
曜サロン・コラボ市民ゼミ）…10/4
豊中市老人介護者(家族)の会の話題提供で語
り合う 10/4（日)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●定員先
着順20人●無料●9/7（月）10時から来館・電話
で受付●06・6831・4133

図 書 館 Y A（ヤングアダルト）サポー
ター募集!…9月〜11月まで
図書館の裏側に潜入!?一緒に図書館の仕事や
企画運営を 9月〜11月まで、月1〜2回程度、
全4回。第1回は9/27（日）13時45分〜16時30
分。山田駅前図書館（吹田市山田西4、阪急山田
駅下車すぐ）にて●定員5人（吹田市在住・在学
の中学生〜18歳対象。多数抽選）●無料●申
込みは9/1（火）〜9/19（土）同館で●電話06・
6816・7722、FAX06・6816・7723

５組（10名）様に進呈！

千里朝日倶楽部読者様 PRESENT

招待券を

大英博物館展 100のモノが語る世界の歴史
約700万点の収蔵品から選び出した100の作品を通じて、200万年
前から現代に至る人類の歴史を読み解こうという試み。本展を通じ
て、地球をめぐる時空を超えた世界旅行をどうぞお楽しみください。
ウルのスタンダード
紀元前２５００年頃 イラク
© The Trustees of the British Museum

1時間無料

不定休 電 話 06-6832-1586
営業時間 月〜木10：00〜20：00、金・土10：00〜16：00、
日・祝10：00〜15：00
Oﬃce2010・2013、パソコン基礎講座、インターネット講座、デジカメ講座 他
定休日

秋を詩うアコーディオン
手風琴の魔術師

和田道雄

1968年、C.I.A世界アコーディオンコンテスト銅メダリスト。1970年、ニュー
ヨーク留学。ジャズアコーディオンをAnthony Mecca氏に、作・編曲をDr.
Joseph Scianni氏（N.Y.U）に学ぶ。帰国後、TV出演をはじめ、各地に於けるコ
ンサート活動や、ライブ出演のかたわら作曲・アレンジ等の創作活動に主眼
を於いてワダミチオ・アコーディオンスタジオを主宰、現在に至る。粋（iki）
・艶
（En）
・ピカソ・マチィス等のオリジナル作品を通して、体感するイメージをア
コーディオン芸術に構築すべく、研さんを重ねている。

①希望賞品②〒住所③氏名④
年齢⑤電話番号⑥あなたの「お
家の中のお宝（モノでなくても
可）」を明記。9/13（日）必着。当
選発表は発送で。
（宛先）
〒560-0085豊中市上新田
3-10-21又はaclub@0843.co.jp
『９月号プレゼント係』まで。
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。

…いとしのエリー…パリの空の下セーヌは流れる…愛の讃歌…ハナミズキ…花… ほか
※プログラムは変更の可能性があります

１９：００開演 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

千里音楽祭

第３回

−Senri Music Festival−

9/13

入場

無料

12：30開場

（日）13：00開演

千里コラボ２階 多目的スペース
出

演

豊中市新千里北町の市立北

防犯などに役立つのです」と狙

丘小学校で８月１日、地域の住

第127回 千里アサコムコンサート

千里中央・朝日阪急ビル1F

千里朝日倶楽部

（焼肉の但馬屋さん・デイリーカナート
イズミヤ上新田店さんのそばです）

9月20日（日）〜2016年1月11日（月・祝） 神戸市立博物館

10月22日［木］

千里の朝日新聞が毎月最終日曜日にお届け！

朝日新聞千里販売２F
イベントスペース
豊中市上新田3-10-21

アプリ活用コース

北千里高校同窓会「邂逅（かいこう）会」創立35
周年記念イベントをdios北千里で開催。吹奏楽
部OBと現役生のコラボや、同校出身で吹田市
盛り上げ隊のご当地アイドル「さつきピューレ」
のステージ、
ダンス部OBのパフォーマンスなど
9/19日（土）1部：13時30分〜15時30分、2部16

35%OFF

千里朝日倶楽部会員証
持参で初回授業料が

文字は何色？など

北千里高校同窓会『邂逅会』35周年
記念「dios北千里で集まろう！」…9/19

千里朝日倶楽部会員証
持参でご新規のお客様に 全品

ハロー！パソコン教室

健康アプリ

のびのび秋祭り…9/15

千里ニュータウンに桃山台駅ビルが整備されて
以来約40年にわたって、地元の眼鏡店として皆様
にご愛願いただいている富田眼鏡店です。お子
様から年配の方まで、最適な眼鏡を確かな技術で
ご提供いたします。眼鏡が合わなくて困っている
方、一度ご来店ください。

せんちゅうパ ル 校

脳トレアプリ

アプリ活用コース

親子で楽しく読書をする時間と場所を提供。
ちょっとぐらいにぎやかでもお互いさま。気楽に
本を楽しめます。大型絵本や紙芝居枠、子育て
関連の本も。気に入った本は借りて帰ることも
9/7（月）10時〜12時。千里図書館多目的室（吹
田市津雲台１、阪急南千里駅下車すぐ）にて●
定員先着10組。就学前の乳幼児と保護者対象
●無料●申込みは、当日10時〜同館で●電話
06・6834・0132、FAX06・6834・0560

100円引き

眼鏡士の店 富田眼鏡店

10：00〜11：00

親子わくわく読書ひろば…9/7

こだわりのねぎをふんだんに使った「せき家ねぎ
そば」や、ピリッと辛い「四川担々麺」等に加え、か
ら揚げ、チャーハン等の40種類を超える充実の夜
限定一品料理、各種アルコールも取り揃えていま
す。地域の方々にはもちろん、遠方のお客様に愛
されるラーメン屋を目指しています。
千里朝日倶楽部会員証
持参で、ラーメン単品が

10：00〜11：00

■開催場所（千里中央ではありません）

通信アプリ

● 健康アプリ

ねぎ食いや 中華そば・ねぎそば

9/9（水）

アプリ活用コース

● 通信アプリ

お申し込み先着順

9/4（金）
アプリ活用コース

「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、電源の入れ方・タップの仕方など、
タブ
レット・スマホの基本操作が可能な方がご参加可能です。

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

■９月開催の講座内容

月刊

朝日デジタルカレッジ

者

●アクアジャズオーケストラ
（ジャズ） ●ムーチョコラソン
（ラテン）
●ルア ruua（J・POP） ●日本センチュリー交響楽団（弦楽四重奏）
●蓮風（津軽三味線、篠笛）
■主催：TagIV実行委員会

いを話しました。

民同士が世代を超えて楽しみな

今回の来場者は、前々回の約

がら交流することが目的の夏祭

1,500 人を超え、開催史上最高

り『第 10 回北町みんなで楽しま

となる約 1,600 人が訪れました。

ナイト』
（主催は新千里北町地域

になりました。

マートボールなどのゲームコー

ています。北丘小は児童数が少

山下さんは「最近、他の自治会

中 止となった 昨 年 の 荒 天と

ナーが出てたくさんの客で賑わ

ないのに『子どもたちのために』

から『北町さんは自治会や住民

打って変わって、今年は猛暑日

いました。
また、箕面自由学園中

という思いが伝わってきてうれ

同士の仲が良いですね』と言っ

この祭りはもともと地域の有

を知らせるセミの 大 合 唱 の な

学校チアリーダー部『ジュニア

しいです」
と話しました。

てもらえるんです」と笑顔を見せ

志が集まり協賛金を募って行っ

か、自治協議会会長山下雄治さ

ベアーズ』をはじめ数多くのス

山下さんは「いわゆるプロの

ていましたが、平成 24 年に施行

んの挨拶で祭りがはじまりまし

テージ出演もあり大いに盛り上

祭り屋に頼らない手作りの祭り

『人とつながる 未来へつな

された豊中市地域自治推進条

た。地域の方の手による、焼きそ

がりました。

なので、失敗もあるでしょうがそ

げる 住みよい北町』。来場者の

例に基づいて自治協議会が設

ば、おでん、フランクフルト、カ

自治協議会。
以下、自治協議会）
が開催されました。

立され、同会に交付されている

レーライスなどの 食 べ 物 屋 台

助成金の一部を利用できるよう

や、金魚すくい、コイン落とし、ス

創作居酒屋 樹蘭

吹田市五月が丘南32-1

竹谷バス停前

当店では、お魚、鶏料理を中心とした新鮮素材の
創作料理を提供しております。化学調味料は一切
使わず、お料理にくわえ、ベースになる「しょうゆ」
「ドレッシング」
「ソース」は全て手作りです。また、
５コースから選べる新宴会コースが飲み放題付
き3,500円でご用意しております。
20時迄にご来店の 生ビール、付だし、サラダ、お造り
限定20名様まで
オススメ一品で1,500円
電 話 06-6339-0306
毎水曜日
17：30-24：00（Last Order 23：30）
サーモンとアボカドユッケ800円、生中500円
定休日

営業時間

れも味わいと考えています。手

連なりが、新千里北町のビジョ

いた幼い子ども連れのお母さん

探りで作り上げながら地域住民

ンを形作っているようでした。

は「祭りの手作り感が気に入っ

がつながりあうことで、災害時や

体育館で福引大会に参加して

センチュリー ペット 千里中央店
清潔感あふれる店内で、可愛い仔犬、仔猫たちが
お客様を温かくお迎えしてくれます。種類、柄が豊
富な犬具類をはじめ、国産で無添加のフード、お
やつ、おもちゃなど、専門店ならではの用品を多
数取り揃えています。他にもトリミングやペットホ
テルなどもご利用いただけます。

新宴会コース造り盛りの例

ました。

この紙面をお持ちの方

商品

10%OFF

電 話 06-6835-9999
不定休
10：00-20：00（お迎えは19：50迄）
プードル、
チワワ、
アメリカンショートヘアー
定休日

営業時間

豊中市新千里東町1-3

せんちゅうパル専門店街4F

（岡野）

①

申込締切：9/５（土）18時

①５回裏︑センター前にクリーンヒットを放った石井︒石井はこの日３安打の大当たり ②試合後︑
互いの熱投を称え合う後藤︵右︶と阿久根 ③延長 回裏︑代打吉田がセンター前ヒット

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） 当紙の構成・レイアウト・制作／岡野

カルチャー教室の

チーム初の延長戦。短くて長い夏

②

当選発表：9/９（水）※

エース後藤が強豪相手に７回１死まで無安打に抑える好投。

※当選発表は「ご案内状」のお届けに代えます

汎愛阿久根との投げ合いはチーム初の延長戦に。ついに11回表
１点失うもその裏、代打吉田と８番石井の安打で２死二、三塁ま

リフレッシュ！ヨガ

で詰め寄った。阪本主将は「悔しいけど、みんなでプレーできる時

カラダとココロの健康が一番！

間が楽しかった。ベンチ・スタンドを含め全員野球ができて満足」

はじめての方でも安心してご参加いただ

◇７月12日
（万博）１回戦

ける日常生活に役立つヨガです。自分と

延長11回

愛０００ ０００ ０００ ０１１
千里青雲０００ ０００ ０００ ０００
汎

向き合い、根本的な改善をしていきます。

①

②

11

ヨガのポーズや呼吸法で気持ち良く心身
のバランスを整えて、カラダの奥からキ
レイにしていきましょう。
充実の３連続講座！

9月11日（金）18日（金）25日（金）
８月25日
（火） １４：００〜１５：３０
講師

中村 真紀子

(なかむら

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/

まきこ）

1,500円（会員外2,000円）

①右手指の骨折を押して途中出場し安打
した土田が、続く米永の三塁打で帰還する
場面 ②試合中、左耳に球を当て出血す
るもガッツで退場しなかった内橋主将
③６回、安打性の痛烈な当たりをサードに
放ちチャンスを広げた坂本 ④初回を無
難に終えて喜ぶ有川（中央）

●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。

押し花クラフト
押し花とドライフラワーを添えたフォト

「ありがとう」

フレームを作ります。押し花クラフトが初
めての方でも、手作りのオリジナル作品
が簡単にできあがります。未経験の方大

写真・文・構成／岡野

歓迎です。
作品例

10月2日
（金）
講師

岩久 ケイ子（いわひさ

１４：００〜１５：３０
けいこ）

千里青雲高校

新たな 夏 に

可憐なお花でフォトフレーム作り

阪本主将は前列右から５人目

③

まさかのコールド負け。託された思い
早いカウントから好球必打の相手に主導権を握られたまま流
れを奪えず、初戦でまさかのコールド負け。
しかし、得点シーンで

③

は豊島らしい痛快な連打でスタンドを沸かせた。小田主将は、故

千里高校

障もあって９安打を被った２年生エース高野に「１年間はあっと

定 員 / 15名
持 ち 物 / フォトフレームを入れる箱
か袋
受 講 料 / 500円（会員外700円）
材 料 費 / 700円

いう間。新チームでは後悔ないようがむしゃらに」
と思いを託した。

◇７月16日
（南港）２回戦

7回コールド

門真なみはや０６１ ２００ ４
豊
島０２０ ００１ ３

13
６

①守備もうまい中野の打撃 ②ファールボール
を必死に追いかける三塁手佐藤 ③７回裏、一
塁への懸命なヘッドスライディングで内野安打
の井原。
このプレーがこの回の反撃に勢いをつ
けた。

①

②

豊島高校

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
や樹木などを使った風景作品も作製し、豊中の市報に紹介され注目を集める。

至千里中央

◆お申し込みはこちらへ

（祝日除く）
6872-0031 月〜土
10〜18時受付

お電話（06）

焼肉
但馬屋

ＷＥＢ「千里朝日倶楽部」
で検索 （24時間受付）
新御堂筋

・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。

バス停

上新田
バス停
デイリー
カナート

ココ
２階

内橋主将は前列右から３人目

④

TSUTAYA

「７・13」
「花園球場」。昨年、７年ぶりの夏勝利をあげた同じ日

竹見台
マーケット
至南千里

と舞台が揃った。
その験を担ぎたいところだったが、序盤に先発有

ASA上新田店の２階
豊中市上新田3-10-21
（06）6872-0031

◇７月13日
（花園）１回戦

里０００ ００３ ０００ ３
箕面学園 ０５２ １００ １０× ９

千

わたしの「ふるさと」新田南夏祭り
第14回千の里新田南夏祭り
（千の里

た業者が「ます寿司」
「白えびせんべい」

新田南夏祭り実行委員会主催）が7月19

などの販売や「高岡コロッケ」の実演販

日、豊中市上新田の新田南小学校で開

売をしていました。また、富山県大阪事

催され、ヨーヨー釣り、たこ焼き、豊中

務所の職員さんも県をPRしていました。

ジュニアチアリーディング「シュガーラ

物産品が目当てで訪れたという人も

ビッツ」によるステージパフォーマンス、

多く、佐竹台から来た中村尚美さんは

大抽選会など盛りだくさんの内容に、参

「昨年も参加しました。お祭りで日本酒が

加した 幼 い 子どもから高 齢 者まで 約

飲めたり、物産品を買えるのはうれしい。

4,500人で賑わいました。

富山の地酒は口当たりが軽くてとても飲

新田南夏祭りでユニークなのは、参加

昨夏と同じ日、同じ舞台。見せつけた
「意地」

みやすいですね」
と話してくれました。

者が都道府県名の書かれたシールを胸

夏祭り実行委員長の瀧川圭司さんは

や腕に貼り、周りの人に出身地を知らせ

「新田南地区は、全国から人が集まる土

ること。模擬店で順番を待っている間な

地柄です。子ども達にとってはここがふ

どに、見知らぬ人であっても同郷という

るさとであり、
この祭りが『ふるさとの記

共通点で声を掛けやすく、交流の輪を広

憶』になります。大人にとっては、それぞ

げる効果があります。
さらに、毎年テーマ

れのふるさとを持ちつつも、同じ場所で

県を決めてふるさとの物産品の展示即

同時期を過ごす縁を、祭りを通じて感じ

売などを行います。今年は富山県から来

てもらえれば」
と願っていました。
（難波）

川が打ち込まれる。松田が継投するも４回を終え８点を失った。
スタンドでコールド覚悟の声がささやかれる中、６回に打線が奮
起。３点を奪って試合を立て直し
「千里の意地」
を見せつけた。
︵左上︶会場の様子 ︵右上︶富山県の地酒を試飲した中村さん夫婦 ︵下︶富山県の ブース

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

桃山台駅

教室開催場所

N

不二家
レストラン

③

今年度限りで監督を勇退する犬山監督を囲む部員たち。小田主将は２列目右から４人目

車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.25

時をかける少女
（2006日本・細田守 監督）

［夏を駆ける青春度］

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！

トキカケの愛称で親しまれている映画『時

ある日身についたʻ時間跳躍能力ʼで、同じ日

に交わした悔いのない約束は互いにとって

をかける少女』は当時15歳の原田知世が主

を繰り返してプリンを食べまくったり、カラオ

確実に心の支えになるはず！ 真琴はʻ絵ʼを守

演した1983年版が有名ですが、2006年公開

ケに入り浸ったり‥と無駄遣いにはげむ真

りぬくことで世紀末だった未来を良い方向に

のアニメ版はそちらを超える人気を集め中。

琴だが、ふとした瞬間に仲の良い男友達との

変えていける予感。

筒井康隆の原作から約20年後を舞台にし

関係に変化が生じてしまう。

た続編の位置付け。1983年版の主人公、芳
山和子を叔母に持つ女子高生、紺野真琴の
ひと夏の成長ドラマで、明るくて元気なヒロ

夏の終わりに天
高くそ びえる入 道

「歳月人を待たず」時間は人の都合などお
構いなしに過ぎていく…。

インの声を演じた仲里依紗（なか・りいさ）の

くれているように見
な青春を追体験で

笑って泣いて生き生きと成長する姿に共感

が先には進めない運命…。彼の台詞「未来で

きる名作。アニメに

した！ 約束に遅れる人がいたら走って迎え

待ってる」の中には「好きだ！」が込められて

興味が無い方にも

に行く前向きな行動派。見ていて清々しい！

いる。二度と出会えない２人だけど、この時

観てほしい！

○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！

画像引用元「Yahoo! JAPAN映画」

PR

ASAスタッフ募集

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。

えた。朗らかに軽快
終盤が切ない。友達の関係から進展する

右の QR コード

みなさんと作る
千里朝日倶楽部

雲が背中を押して

好演によりキャラクターとの一体感が見事！

■ケータイで

配達・集金・折込み・エリアスタッフ・業務・営業専門

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

朝日新聞千里販売までお電話を

06-6872-0031

