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コース
番号

TaVIVA

〜年に２回の貴重な京都御所一般公開〜

10,800円

8時00分集合
8時15分集合
8時30分集合

食：清水順正おかべ家（ゆどうふコース）…清水寺（自由散
策）→八つ橋庵とししゅうやかた（お買い物とお呈茶）→京
都南IC→各帰着地（16時30分〜17時00分頃）

※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。 ※バスガイドと添乗員がご案内いたします。

買ってから安心アフター・メンテナンスの店！
！

メーカー希望小売価格

ナチュラL

10/9（金）

10/10（土）

プレゼント！
毎水曜 電 話 06-6832-0044
●うしろバスケット又は車体カバー
営業時間 9：30-19：00
●5,000万賠償保険（1年間）
※プレゼントは2015年10月末迄
試乗車あります！
！お気軽にお申し付け下さい！
千里朝日阪急ビル２F

千里朝日阪急ビル
14階２号会議室

・大阪モノレール
「千里中央駅」
直結
・北大阪急行
「千里中央駅」
から徒歩約３分

豊中市新千里東町1-5-3

■参加費（税込）

各回1,000円
■お問い合せ・お申し込み

※お申し込みの時点で既に定員に達
している場合はキャンセル待ちにな
ります。
ご了承ください。

「デジタル体験会」係
TEL：06-6872-0031

［受付時間］10：00〜18：00（担当：ナンバ）

●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。

５組（20名）様に進呈！

招待券を各

クレオパトラとエジプトの王妃展

味わい三種のそば御膳

5%OFF

お出かけ便利アプリ
「地図」
「乗換案内」
「デジタル新聞」
16：00〜17：15

定員各回20名

お1人様1講座に限る・先着順受付け

千里朝日倶楽部読者様 PRESENT

豊中市新千里東町1-5-3

お客様に満足していただけるよう各地からこだわ
りの食材を取り寄せています。自家製麺の蕎麦と
うどんは、厳選された玄蕎麦と小麦粉を使用し、
出汁は北海道産の昆布と数種類の節を使い毎朝
丁寧にとっています。“挽く・打つ・茹でる”のすべ
てにこだわって、真心を込めてお作りいたします。

基本アプリ
「検索」
「インストール」
「デジタル新聞」
13：30〜14：45

大 好 評 募 集 中
■開催場所

※ビル地下に有料駐車場あり

10：00〜11：30 はじめて体験
はじめて体験
電源の入れ方から基礎を学べる 電源の入れ方から基礎を学べる

定休日

千里朝日倶楽部会員証
を持参されたお客様へ 飲食代

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なるおなじみの活用講座です。
端末をお持ちでない方もお気軽にご参加ください。

10：00〜11：30

5%OFF

家族亭 千里中央店

06-6345-1613

＜営業時間＞月〜金 9：30〜18：00 ※土・日・祝は休業

タブレット・スマホ活用講座

！
！

（消費税８％含む）113,400円のところ
千里朝日倶楽部会員証
を持参されたお客様へ 修理代

お申し込み・お問い合わせ

朝日デジタルカレッジ

他にもお買得車満載

［型式］PA26NL/PA24NL

◆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30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10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→、列車＝で表示しています。

税込

ヤマハ PAS

清水順正おかべ家
「ゆどうふコース」

清水の舞台

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

吹田市佐竹台2-5-11

佐竹台近隣センター内
佐竹台サイクル
10月末まで！
電動自転車特価セール！ 99,800円

ント!!

・当日バ
ス車
・次回以 内でお渡し
降ご利用
分

（お1人様・税込）

各出発地→京都南IC→京都御所（秋季一般公開）→昼

円券

お近くから出発します!!

1プ,000
レゼ

タビババ
スツアー
で使える

新聞
朝日

朝日新聞

11 ２

ツアー代金

10 月号

2015年

千里朝
会員カー 日倶楽部
ドご持参
の方

きょうとごしょいっぱんこうかいと せかいぶんかいさんきよみずでら

（月）
日

月

千里朝日倶楽部

※写真・イラストはすべてイメージ

千里朝日倶楽部のバスツアー

京都御所一般公開と
世界文化遺産・清水寺

阪急南千里駅前
●北千里駅前
●千里阪急ホテル

千里の朝日新聞が毎月最終日曜日にお届け！

こころつむぐ旅場面

Ｈ-3008

●

月刊

日帰りバスツアー
昼食付き
（お1人参加可）

10月10日（土）〜12月27日（日）国立国際美術館（北区中之島）

世界14カ国からエジプトの至宝約180件が集結

本展は、ルーヴル美術館、大英博物館、ボストン美術館、ベルリン・
エジプト博物館、ウィーン美術史美術館など、世界の名だたる美術
館・博物館などの古代エジプトの名品の数々を一堂に会し、華やか
な物語に彩られた古代エジプトの王妃、女王を紹介します。

元旦のみ休み 電 話 06-6873-2577
11：00-21：30（ラストオーダー21：00）
鴨とじ丼セット、季節の天ぷらとお惣菜セット
定休日

《アメンへテプ 3 世の王妃ティイのレリーフ》
新王国・第 18 王朝時代 アメンヘテプ 3 世治世
（前 1388〜前 1350 年頃）ブリュッセル・ベル
ギー王立美術歴史博物館蔵 © RＭＡＨ

営業時間

桃山台米穀店

吹田市桃山台2-5-9

桃山台近隣センター内

10月10日（土）〜12月6日（日）あべのハルカス美術館

春信一番！ 写楽二番！

130年以上の歴史を有するフィラデルフィア美術館は、
メトロポリタ
ン美術館、ボストン美術館と並ぶアメリカでも有数の美術館です。
所蔵する4,000点以上の浮世絵は、一部作品が里帰りしただけで、
日本でまとまった形で紹介されたことは、これまでありませんでし
た。コレクションから厳選した春信、写楽、歌麿、北斎など150点の
珠玉の作品を展示します。

千里朝日倶楽部会員証を持参されたお客様

店頭お持ち帰り10％OFF 配達5％OFF
※店頭お持ち帰りは、
5㎏以上。
特売日を除く

毎月曜日、第２・３日曜日、月曜日
電 話 06-6871-3381
営業時間 9：00-19：00
さらに、お米お買い上げの方へ「麦茶サービス」※在庫限り
定休日

東洲斎写楽 三代目大谷鬼次の江戸兵衛
大判錦絵 寛政６年︵ 1794
︶
フィラデルフィア美術館蔵
Philadelphia Museum of Art: The Samuel S.
White 3rd and Vera White Collection, 1956

桃山台米穀店は、千里ニュータウンが誕生して以
来約50年に渡って、地域の方にご愛願いただい
ております。新潟県佐渡産こしひかりや秋田県産
あきたこまちなど、検査基準をクリアした安心・安
全なお米を自家精米し、新鮮で旨みにこだわった
お米を、店頭・宅配で販売しております。

錦絵誕生250年 フィラデルフィア美術館浮世絵名品展

①希望賞品②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥あなたの「美術館の後によく立ち寄るところ」を
明記。10/13（水）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 『10月号プレゼント係』まで。 個人情報は賞品お届けの他、商品・イベント案内に利用する場合があります。

第127回 千里アサコムコンサート

秋を詩うアコーディオン
手風琴の魔術師

和田道雄

生徒募集
南千里支部

千里市民センター 多目的ルーム
（千里ニュータウンプラザ８Ｆ）

対象クラス

幼児〜小学生
他、経験者・大人クラスあり

（入会金6,000円／月謝5,000円より）

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

2015年10月中の体験レッスン
お問い合せ時に
『千里朝日倶楽部見た』で （通常初回1,000円）
が1回無料

至 北千里駅

南千里駅

・予約不要
・180席（立見可）

【 見学・体験・お問合せ など 】

至 千里中央

※プログラムは変更の可能性があります

千里中央・朝日阪急ビル1F

【 10/5 体験レッスン開催 】
17：40〜18：40・19：00〜20：00

www.mio-ballet-studio.com

特典

10月22日［木］

バレエが大好きな生徒１人１人の
気持ちを大切にした
アットホームであたたかい
笑顔あふれるスタジオ

（０６）６３３０−４０３０

…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

１９：００開演 入場無料

バレエスタジオ

至 桃山台

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。

Ｍｉｏ

「10 月・千里ニュータウンにバレエ教室開講！」

至 千里山駅
◆阪急千里線 南千里駅下車 徒歩１分

ほか 江坂本部スタジオ/奈良学園前支部

８月23日、吹田市千里山西の

を担いました。
また、担ぎ手不足

中してもらうため、全ての模擬店

生をもう１年してもいい」
と笑い

学校が歩み寄る催しが必要と考

吹田第一中学校の体育館で、吹

や保管場所の確保困難などによ

を片付けてから開幕しました。

ました。

えました。そこで、
この地域の学

田 第 一 中 学 校、千 里 第 二 小 学

り、一時は廃棄も検討されたと

千 里 第 二 幼 稚 園、千 里 山 保 育

中学１年生時から８年間、青

校で盛んだった吹奏楽などのソ

校、千里第三小学校の生徒、児

いう、千三地区神輿（みこし）保

園、千里第三保育園の子どもた

少年対策委員会で運営のボラン

フトを活かし、夏休み最後のビッ

童、保護者による
『第12回たそが

存会の子ども神輿もありました。

ちによる絵画などの作品が壁を

ティアを続けているという福井

グイベントを、
と考えたのです。一

れコンサート』
（一中校区地域教

運営の中心となっている千三

ぐるりと飾る体育館で、千三小琴

文菜さんは「ただ住んでいただ

中のブラスバンド部は、地域の

育協議会主催、地区人権啓発推

地区青少年対策委員会委員長

クラブ、千二小金管バンド、和太

けの町が好きな町になりました。

敬老イベントにも出てくれてい

進委員会共催）が開催され、
日々

の林佳子さんは、この催しが始

鼓一・二・三、千三小器楽クラブ、

今では自分の方から地域の方に

るんですよ」
ともう１つの狙いを

の練習の成果を余すことなく発

められたきっかけを「当時、地域

一中ダンス部、一中コーラス部、

声かけをするようにもなりまし

話しました。

揮した歌や演奏、
ダンスなどに、

の盆踊りが無くなったため、夏

保 護 者 に よる 混 声 隊「 V O X .

た」
と、活動を通じて自分と町と

子どもたちの夏の楽しみが失

立見も出た500人以上の観客は

休みに子どもたちの楽しめる場

FUN」
とステージが続き、一中吹

の関わり方が変化したことを教

われるという危機感から誕生し

大きな拍手を贈りました。

が失われると感じ、
『子どもたち

奏楽部がラストを飾りました。

えてくれました。

たたそがれコンサートは、今や

コンサートの前には、地域諸

の笑顔のために』
をキーワードに

一中コーラス部３年の足立菜

千三地区地域活動協議会理

音楽イベントの枠を越え、地域

団体の自主運営によるかき氷や

新しいイベントを企画したんで

月さんは「毎年楽しみにしてい

事長（たそがれコンサート実行

住民同士の交流の機会としてか

輪投げ、金魚すくいなどの模擬

す」
と話します。

たけど、今年で最後だから寂し

委員長）の藤木祐輔さんは「地域

けがえのない夏の風物詩に育っ

い。次の夏に歌うためなら中学

が少子高齢化するなか、地域と

ています。

店が、イベントの盛り上げと集客
お料理教室＆カフェ

コンサートは、お客さんに集

シューラターブル

ksmrmkk@hotmail.com

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。

アジア、
ヨーロッパ…世界各国で料理修業した
miki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。
またカフェでは、
ヨーロッパをは
じめ、
アジアンスイーツや軽食も充実。
この紙面をお持ちの方

シューラターブル特製チャイ
定休日

1杯無料

不定休（定休日はHP又は店頭掲示板をご覧ください）

http://www.surlatable-osaka.com（QR コード）
営業時間 10：00-13：00 料理教室 14：00-19：00 カフェ
H P

Book&Music Cafe

ゲイトマウスカフェ

小説、文庫本、漫画など幅広いジャンルの本に囲
まれて、ブルース、ジャズなど多彩な音楽に耳を
傾けながらゆったりとお過ごしいただけます。ま
た、オーガニックコーヒーや各種フードも取り揃
えています。貸し切りパーティーや上映会も承っ
ております。お気軽にお立ち寄りください。

100円引き

この紙面をお持ちの方 お食事代

電 話 06-6387-4690
日曜・祭日
12：00-22：00
たこチャーハン、
じゃこねぎピラフ、梅しそパスタ
定休日

営業時間

吹田市千里山東1-11-16

関西大学正門出て右スグ

（岡野）

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） 当紙の取材・制作／岡野・難波

当選発表：10/9（金）※

（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）

※当選発表は「ご案内状」のお届けに代えます

一文字印づくり

水彩画教室

かめの石を使うので、初めての方にも簡

ステルトーンの可愛い花の絵を描きま

単に彫れます。季節のあいさつ文や年賀

す。デッサンをしないで感じたままに描く

状、名刺などにも使え、
ご自身のトレード

ので、絵筆を持つのが初めての方でも安

マークとして色々なものに押すことがで

心してご参加いただけます。優しく透明

きます。

感あふれる水彩画をぜひお部屋に飾って

荒川 紅成

(あらかわ

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20年。
日本書学館教授資格。

庭児童育成室『たんぽぽ学級』を利用す
る１〜３年生の児童約 50 人を対象に、
三郎理事長）による、生きたドジョウに触
れる体験学習会が催されました。留守家
庭児童育成室とは、保護者が仕事や病気
等のため、放課後帰宅しても留守家庭に
なる児童の健全育成を図るため、市内す
べての小学校内に設置されているもの
で「学童保育」
とも呼ばれています。
学習会の目的は、児童に千里地域で
は見られなくなったドジョウの生態を教
の大切さを感じとってもらうことです。
児童は「ドジョウのことなら何でもおま
かせ」というすいた体験活動クラブの赤
尾志郎さんからドジョウの体の構造や棲
んでいる場所などの説明を受けた後、大
きいもので 15 ㌢程もあるドジョウが入
れられたタライに手を入れ、指の間から

東佐井寺小 たんぽぽ学級

えるとともに、生き物と触れ合うことで命

盆）」
と
「愛宕（あたご）祭り」があり、主に
親に連れられた子どもたちが、地域に
10 カ所あるというお地蔵さんや、八坂神
社境内の愛宕神社を巡りました。
日が暮れ始めると、路傍や辻に立つお
地蔵さんや、愛宕神社のお堂が提灯に
ほのかに照らされました。
それを合図に
子どもたちが列を作りました。みんなの
目的はお菓子などのʻお下がりʼです。
この地域では普通、お賽銭を納めてお
下がりをいただきます。お賽銭の額は誰
流のようです。
今回、家族や親せき、近所の友だちと
一緒に参加した東豊中小学校６年生の
南出瑛斗くんは「幼稚園の時から楽しみ
で来ているけど、小さな子どもが多いか
ら中学生になったらと恥ずかしくて来に
くいかな」。同級生の太田尚志くんは「10
円だけでお菓子がもらえるなんてラッ

竹見台
マーケット
至南千里

新チームに、地域の朝日新聞読者様から寄付いただいた硬式練習球と直

豊中市新千里北町・東町を中心に活動する少年野球「千里

筆の応援メッセージを、千里朝日倶楽部スタッフがお届けしました。球児

ツインズ」の中森澄さん（５年生）と宮河美桜さん（６年生）

たちは「応援して下さる方に感謝し、一生懸命練習して恩返しを」と強く

の２人が登板。それぞれ、８月29日のブラジル−オースト

誓っていました

ラリア戦、30日のカナダ−イタリア戦（いずれも豊中ローズ

主将の言葉― 千里・石井悠高君「勝利だけじゃない

部分でも頑張る姿を見せられるようになりたい」 千里青雲・泉井陽太
君「地域の方のおかげで野球ができている。今年こそ夏に良い報告をし
たい」 豊島・高野大輝君「地域の方には登下校時の安全などを見守っ

球場）で「ナイスボール」を投球して球場を沸かせました。
現する千里青雲球児
ボールをいただいた喜びを全身で表

てもらい感謝している。今年は粘り強いつなぎの野球を目指す」 （岡野）

（写真は左から、千里高校、千里青雲高校、豊島高校）

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

（撮影 岡野）

指をおさえてビックリしていたのは田中
漣くん（２年生）。松森柚來さん（２年生）
は「初めは怖かったけどもう怖くない。
だって触れるようになったから」と笑顔
で話してくれました。
学習会終了後、さっきまで元気に逃げ
回っていたのに、ぐったりしているドジョ
ウがいました。1 年生の加藤蓮さんは「地
面に落としたりしているうちに、ドジョウ
から血が出でかわいそうだったから、水
に返してあげたけど弱ってしまった」
と少
しさみしそうにしていました。赤尾さんは
「このドジョウたちは、吹田市内の小学校
のビオトープに放します。元気なものは
頑張って生きるだろうし、弱ったものは
カラスに狙われて食べられてしまうこと
もあります」。
後日児童は学んだことを感想文と絵
に書いて発表し合い、より学習を深めま
した。

豊中市旧熊野田地域

が決めたわけでもないのに 10 円が主

とえ）

TSUTAYA

WBSC U-18ベースボールワールドカップ。その始球式に、

「アイタタ！ドジョウに噛まれた !?」と

夏休み最後の
﹁お得な楽しみ﹂ ﹁地蔵祭り﹂﹁愛宕祭り﹂

あたり）で８月 24 日、「地蔵祭り（地蔵

梶谷 十江（かじたに

ファンタジック水彩画講師として千里と豊中、伊丹を中心に活動中。

９月６日に米国の優勝・日本の準優勝で幕を下ろした

んでいました。

「ヌルッ」と何度も落しながら必死につか
豊中市旧熊野田地域（現在の熊野町

講師

１４：００〜１６：００

定 員 / 12名
持 ち 物 / 大・中・小の水彩筆3本、面
相筆、パレット、水入れ
受 講 料 / 500円（会員外700円）
材 料 費 / 1000円

千里の公立高校野球部に読者様がボール寄付

（岡野）

キーだし、そんなこと言わず来年もぜひ

撮影 松井芙弥マネジャー

理由は、火の神様である愛宕さんは同時
に子どもの知恵の神様との言い伝えも
あり、子どもを守るお地蔵さんの祭りと
セットになったという説（※）があります。
決して、お菓子の祭りではないですよ。
（岡野）
※参考文献 ウェブサイト
『レファレンス協同データベース』
「豊中市内における愛宕信仰や、それにまつわる祭事・行事
について書かれた本はあるか。特に桜井谷の内田、利倉、北
条、岡町の各地域についてわかるとよい。」
より
★スマホやパソコンなどの検索アプリ
で「熊野田地蔵盆」
と検索すれば、10カ
所の地蔵の場所がGoogleマップに表
示される
（右写真）

撮影 比嘉菜々美マネジャー

英語だけで過ごす世界を体験！Communication in English

!

厳選イベント!

n!

Let s have fu

すいた英語 kids2015

「すいたえいごkids2015」が８月20日と21日、夢つな
がり未来館（吹田市山田西）で開催されました。市内の
小学校に通う3、4年生の児童481人が5、6人ずつのグ
ル ープを作り、それぞ れ に 外 国 人 の 英 語 指 導 助 手

無料掲載 aclub@0843.co.jp

※イラストはすべてイメージ

千里コラボ大学校…10/10

大阪観光大学客員研究員・山路茂則さんによる
「トイレ今昔
物語 東海道中膝栗毛から見えるトイレ文化の変遷」
10月10日(土)14時〜16時15分。千里文化センター「コラボ」
(新千里東町1-2-2)にて●定員70人●無料●10月8日(木)ま
で来館・電話受付。先着順●保育は要申込み●06・6831・
4133

千里の竹あかり…10/24

（AET）が１人付いて、英語だけの２時間を過ごすイベ

竹筒に浮かべたろうそくの明かりが作り出す幻想的な世界を
楽しみませんか。北千里高校吹奏楽部や関西大学マンドリン
クラブなどによる演奏も
10/24（土）17時〜20時。点灯は18時から。北千里市民体育
館前竹林（吹田市藤白台5）にて●無料●吹田市役所公園み
どり室（電話06・6834・5364、FAX06・6834・5486）

ントです。児童は「クッキング」
「ダンス」
「絵本遊び」
「カードづくり」の教室に分かれ、AETと英語で会話する
たびにもらえる特製ステッカーを励みに、積極的にコ
ミュニケーションをとっていました。
「ダンス」でマイケルジャクソンのスリラーを踊った

のびのび うんどうかい…10/30

藤白台小３年の工藤真白さんは「学校で英語を１回

親子で玉入れやかけっこなどを楽しみましょう
10/30（金）10時30分〜11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●10カ月〜就学前の乳幼児と保護者●10/2（金）から来
館・電話受付。先着80組●のびのび子育てプラザ（電話06・
6816・8585、FAX06・6816・8588）

習ったことがきっかけで来てみたいと思った。
これから
も英語を楽しみたい」。
「クッキング」でパンケーキを児
童と一緒に作ったケニア出身のAET、Erick Gandaさん
は「イベントを通じて子どもたちとのʻ壁ʼが壊れた。私を
町で見かけたら気軽に声をかけて」と話し、
「Every
hard work pays oﬀ」
とエールを贈っていました。
（岡野）

一緒に！」
と笑いました。
地蔵祭りと愛宕祭りが同時に行われる

撮影 佐藤すず奈マネジャー

︵非商用︶

NPO 法人すいた体験活動クラブ（稲山

ドジョウつかんだ 夏の思い出

東佐井寺小学校で８月 20 日、留守家

10月29日
（木）

作品例

上新田
バス停
デイリー
カナート

ココ
２階

少年野球チーム千里ツインズの女子選手２人

車いすの映画感想家

AKIRAの
幼少時、セルシーの店頭ディスプレイに

主催：吹田市教育委員会 協力：山崎製パン大阪第一工場・吹田さんくす名店会・関西大学・関西外国語大学・大和大学

vol.26

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。

テッド/Ted
2012アメリカ（R15+）

［クマの傍若無人度］
テッド、
じゃなくて幼いころのボク

▼

講師

１４：００〜１６：００

定 員 / 16名
持 ち 物 / 手鏡、筆ペン
受 講 料 / 500円（会員外700円）
材 料 費 / 300円

ください。

焼肉
但馬屋

バス停

作品例

N

不二家
レストラン

WBSC U-18の始球式に登板

﹁普段の試合以上に緊張したけど︑こんな世界的な
大会で始球式ができてうれしかった﹂︵中森さん︶

季節の花をモチーフにホビー感覚でパ

桃山台駅

自分だけのオリジナル印を作ります。柔ら

新御堂筋

水彩で季節の花を描く

恩返し誓う球児たち
９月上旬、千里地域の公立３高校（千里・千里青雲・豊島）の野球部

教室開催場所
至千里 中 央

あなただけの印づくりにチャレンジ！

10月20日
（火）

・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。

▼

6872-0031

お電話（06）

▼

◆お申し込みはこちらへ

申込締切：10/5（月）18時

▼

カルチャー教室の

になった二人はぐうたら生活を送っていた。

やっぱり離れられない。くっついて好きな映

あった牛のぬいぐるみを気に入って駄々をこ

という笑える設定のコメディ映画『テッド』は

画を見て爆笑する毎日。そんなダメっぷりに

ねて心の広い店員さんに譲ってもらったこと

何と言ってもテディベアのキャラクターが最

寄り添うドラマに真面目は皆無。おバカ満

があった。寂しがりでも孤独が嫌いではない

高！見 た 目 の 可 愛さと中 身 エロオヤジ の

載。素晴らしい奇蹟のファンタジーなのに

一人っ子のボク。自分だけの世界を持って秘

ギャップが愉快！ 実写の世界に違和感なく溶

めっちゃくだらない！そこが面白い！ 小ネタで

密を共有しながら汚れた果てに首が取れそ

け込んでいる映像が楽しくて表情豊かな彼

笑う蓄積のおかげでどうしようもない彼らの

うになるまで可愛がっていた。何歳まで持っ

を眺めているだけで笑顔になる。できれば、

行く末を見守る気持ちになる。心配というべ

てたかは内緒。

飲食したらぬいぐるみの中身はどうなるのか

きか。

少年のジョンはテディベアをテッドと名付
けて命が宿ってほしいと祈る。それは叶えら

や、汚れや劣化などの悩み事も盛り込んでほ
しかったな。

先ほど公開された続編『テッド２』も楽し
かった。案の定、二人は進歩してない。中盤で

れた。まるで人間のように喋って動くテッド

二人だけの世界で結ばれたジョンとテッド

舞台に立つコメディアン（吹替キャストの赤

にジョン大喜び。両親は悲鳴。それから20数

の心はいつまでたっても雷に怯える子ども

坂柾之氏の声に存在感あり）が客席から進行

年が経ち、世間は奇蹟に慣れてしまい35歳

会員様サービスをリニューアル!!

のまま。これじゃいかんと自立の道を歩むが

を邪魔されるシーンが可笑しかった。

（お知らせ）モバイル会員証の
発行は今回で最後となります。

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！

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/

2015年11月、千里朝日倶楽部の会員様向けサービスが拡大リニューアルします！ 会員様には10月中
に「新サービスリーフレット」
「会員カード」
「ご優待提携店リスト」などをお届けいたします。

