ドコモショップららぽーとEXPOCITY店 エキスポシティ1階グリーンサイド側

新しく提携
しました！

吹田市千里万博公園2-1 1階10041

提携店

新規販売、契約内容の見直し、故障修理や各種ご相
談など、
ドコモの携帯電話に関するサービスはお任
せ。お客様に心から満足していただける、一対一のコ
ミュニケーションの確立を目指している。
今だけ！16年3月31日まで
期間中この紙面をお持ちの方

会員証ご持参でいつでも
携帯電話・スマホの新規購入又は
機種変更の方、頭金より

会員証ご持参でいつでも
1,000円以上（税込）のお買上げで

ドコモの学割

オプション品・電話料金で利用不可。他施策併用不可

※重複割引不可

あります！

無休 営 10：00-20：00 ☎ 0120-274-188
スグにご案内可能な「穴場店」。お待たせしません！
休

休

年末年始、お盆 営 10：00-19：00

☎

06-6832-2668 千里の老舗手芸店！

馬場 章夫
ふみお

（服部豊三代表・木村健次監督）

キャプテン

公開/2014 日本 監督/米林宏昌

現実に、びっくりポンする杏奈。劇的に

たり褒めあったり励ましあったり、将来

自分史が輝いてうれしい！

の夢を語り合いながらカンパーイ…。

スタジオジブリのアニメ作品。心を閉

孤独の描写は表面的だし、
ドラマの

そう言えば、明日は４年に１度のうる

ざした12歳の杏奈が湿原の屋敷に住む

展開に意外性が無くて感動は盛り上が

う日。あれこれ勝手な思いをはせるのが

少女マーニーと出会って、少しずつ笑顔

らなかったけど、悩むことの堂々巡りが

お得意な一人っ子の僕へ、神様がプレ

を取り戻してゆくお話。

あるからこその気づきの大切さと光明

ゼントしてくれる貴 重 な 1日。妄 想 の

杏奈は人生を好きになれず殻に閉じ

の喜びを、落ち着いた筋運びで見せて

マーニー。

こもっていつも不機嫌。まるで現実逃避

くれたところは心に残った。背景美術も

車いすの映画感想家

を意思表示するように寝てばっかり。見

主演２人の声も良かった。そして、アカ

ててイライラする！ と思ったら、不思議

デミー賞の長編アニメ部門にノミネー

な存在感を放つマーニーとの交流は、

トされた。授賞式は本紙発行翌日！
杏奈とマーニーの思い出のまにまに

第にミステリー色も出てきて興味を刺

スピリチュアル体験を眺めてふと思う。

激。やがて明らかになる思いもよらない

僕にも金髪の姉がいたらなと。喧嘩し

＜重要＞ 提携店変更情報
特典 動物病院ファミリー
変更 ☎0120-12-8199 古江台近隣

取材に来た!!

センター内
●会員特典を下記の通り変更
しました。
●変更後：①来院時、診療・ト
リミング・ペットホテル 費 用
1 0 % O F F（ カ ー ド 払 い
5%OFF） ②トリミングのみ
初回基本料金の20%OFF
狂犬病ワクチン接種料とそれ
に関る費用、手術料、ワンニャ
ン健診、フード除く。重複割引
不可。

２月10，11日に千里朝日阪急ビルで行われた
川柳コーナーにたくさんのご
編 集 投稿、ありがとうございます。
当社主催『タブレットデジタル体験会』に、MBSラ
後 記 掲載したい街ネタも多くてうれ
ジオで72年から31年間放送された『ごめんやす
しい悲鳴。紙面は限りがあるのでこんな
馬場章夫です』でおなじみの馬場章夫さんが、
スキマでも貴重です↓（おかちん）
地域のラジオ放送局FM千里から取材に来てく
れました。受講しながら取材した馬場さんはそ
の悪戦苦闘ぶりを、2月13日の『馬場章夫のぼら
ぼら千里』
（FM83.7MHz，毎週土10〜13時生放
スタッフに熱心に質問をぶつける馬場さん 送）
アルビス旭ヶ丘中央集会所「お餅つき」
より
（2.13）
の中で詳しくレポートしてくれました。

横田 智紀［6］

幻想と叙情が混在する美しい映像。次

※会員証は当紙配達地域の朝日新聞読者様に無料発行。

AKIRAの

vol.31

AKIRA（あきら・豊中市民）車椅子の映画感想
家／フリーライターと文字起こし／ウェブで
「AKIRA text create」
「AKIRAʼsVOICE」
「ガンバ
応援from千里」を更新中／地域ボランティア
活動も／本紙には平成25年9月号から連載。

EVENT! 掲載
無料

︵非商用︶

思い出のマーニー

田中 陽大［2］

（見本）

提携店に会員証を必ずお持ち下さい

『タブレットデジタル体験会』の

さんが

土岐 岳［10］

提携店

10%OFF

FM千里ラジオパーソナリティ

卒部おめでとう！古江台少年野球部６年生

上田 拓武［1］

豊中市新千里東町1-3-213

せんちゅうパル2F

千里中央にオープンして46年の老舗中の老舗。
流行・定番に限らず、毛糸をはじめ、コットン、ボタ
ン、和洋裁材料、手芸用品、小物などがズラリ。毎
週金曜と第２、第４火曜の10〜16時に「大人の編
み物教室」を、毎週土曜の午前中に「子ども手芸
教室」を開催し手芸の楽しさを広めている。

,
プレゼント!! 1 080円 引き
ご来店ノベルティ

手芸ギャラリー はる

aclub@0843.co.jpまで パパの子育て寺子屋・第２回父親ってな

モガリ真奈美の南インド舞踊…3/5

んだろう？知らんかった！こんなこと…3/13

楽しく勉強、楽しく情報交換、日頃の疑問をぶつ
けてみよう。
ミニ講座「体・心・頭のバランス」講
師 は N P O 法 人 キ ッズ ＆ 子 育 て 応 援 隊
MerryTimeの永谷陽子先生など 3/13（日）9時
45分〜11時45分。千里公民館3F和室（千里文
化センター「コラボ」内 新千里東町1-2-2）にて
●無料●乳幼児等子育て中の父親約20名（マ
転勤族カフェ…3/11
転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報 マの参加大歓迎）●子連れ可
を共有 3/11（金）10時30分〜12時。千里文化 【申】goo.gl/forms/PCZnvFutUr
センター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）にて●無 【問】松尾聰☎090・5881・1933
matsuo.papa@gmail.com
料●申込不要【問】☎06・6831・4133
異文化交流・人権コンサート 3/5（土）14時（13
時30分開場）。北千里公民館2F（古江台4、阪急
北千里駅すぐ）にて●無料●入場数制限あり●
申込不要【問】藤白台☎06・7898・5355，青山台
☎06・6871・6949，古江台☎06・6872・5019

家庭の省エネ・節電セミナー…3/12

省エネの必要性や方法などについて 3/12
（土）14〜16時。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内 吹田市津雲台1、
阪急南千里駅すぐ）にて●無料●先着35名
【申】電話かFAXでアジェンダ21すいた事務局
（吹田市役所環境政策室内☎06・6384・1782，
FAX06・6368・9900）。

（申込サイトへリンク）

万博鉄道まつり2016…3/19，20

日本最大級の鉄道イベント。鉄道各社のブース
やチャリティオークションなど 3/19（土），20
（日・祝）9時30分〜16時30分。万博記念公園・自
然文化園にて●入園料実費【問】吹田にぎわい
観光協会（☎06・4864・2560，FAX06・4864・
2567）。
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朝日新聞

こころちゃん

つむぐくん

千里地域の朝日新聞が毎月最終日曜日にお届け！

千里中央店

５９

桜の便りと一緒に聞こえてくるのは、出
会いを喜ぶ歓声や仲間を見送るエール。
皆様の門出が慶びに包まれますように。笑
顔はじける美味しい時間を、大切な人た
ちとごゆっくりお楽しみ下さい。

7品

5,500円

（税込5,940円）

８品

詳しくは…http://restaurant.washington.jp/osaka̲senri/

お一人様

3,600円

（税込3,888円）

祝 〜いわい〜 慶 〜よろこび〜
お一人様

お一人様

桜 〜さくら〜

※5/3〜5/5は販
売しておりません。

7,900円

（税込8,532円）

9品

この紙面持参で
コースに限らずご飲食代金を

５%OFF
さらにコース料理ご注文の方に

ワンドリンク
プレゼント！

※コース料理はお二人様より承ります。※写真は祝コースです。

・８名様までとさせていただきます。
・他サービス併用不可
・有効期限 2016年3月末まで

営【平日】11：00-14：00・17：00-22：00【土】11：00-22：00【日・祝】11：00-21：30
所

豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル22F 予約・問合せ 06・6873・2555

最年少出展者の石井大地くん
（左）がお姉ちゃんとギュッ

創作活動を通じて地域住民の交流を深めることが目
的の『第９回青山台美術展』が１月30日と31日、青山台
市民ホールで開催されました。青山台の住民とその家
族・友人から、絵画、写真、書など様々なジャンルの合計
45作品が出展されました。２日間で約400人が訪れ、作
品の出来栄えに見入ったり、作者に制作方法などを尋ね
る様子などが見られました。
実行委員長の中村紋一さんは「美術展を通じて、住民

「人生まだまだこれから！」
最年長出展者の石原均さん

同士がより親睦を深めてほしい」。作品目録を作るなど
看板製作＝藤本輝夫さん

まとめ役として活動した橋本学夫さんは「他の地域でも

（６）、最年長は石原均さん（90）
でした。

盆踊りや体育祭はあるが、美術展は珍しいのではない

石井くんは「絵はちょっと苦手だけど工作は好き。特に

か。今後は、美術や芸術に興味のある若い人たちにも参

青色が好き。お母さんが『上手だね』
ってほめてくれた」。

加してもらえるようPRしたい」
と話しました。

石原さんは「水彩画や油絵が好きで年に4，50枚は描い

今回の出展者で最年少は幼稚園年長の石井大地くん

てきたが、最近は水墨画のとりこになっている。納得いく

作品ができるまで、あと10年はあの世にいかれ
へんな」
と笑顔を見せてくれました。
作品募集告知は例年11月、チラシや市民ホールに貼ら
れるポスターなどで行われています。

（岡野）

当紙は…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・吹田関大前※・東豊中※・東吹田※の各ASAから、毎月最終日曜日朝日新聞朝刊折り込み等で約22,000部発行。
（※はエリア内の一部） 取材・制作／岡野・難波

お

！
付

クーポン
得

源気温泉

万博おゆば

☎06-6816-2600

彩都天然温泉

すみれの湯

新しく提携
しました！

【泉質】
ナトリウム塩化物温泉（中性低張性低温泉）
吹田市千里万博公園11-11
【効能】神経痛・関節痛・筋肉痛・慢性消化器病・痔
【営業時間】10：00〜翌1：00
http://oyuba.com/banpaku/ 疾・切り傷・火傷・慢性皮膚病・慢性婦人病等

地方の温泉もよいけれど、近場にも広くてゆったり、工
夫をこらした温泉があります。今回は千里あさひくらぶ
おすすめの３つの天然温泉をクーポン付きでご紹介！

ミクロの泡が優しくバイブレーション
﹁ミルキー風呂﹂

韓国式岩盤浴 チムジルバンスパ
﹁爽流房﹂

ひろびろゆ〜ったりの露天風呂で療養もできる

天然温泉」

「
千里近辺でビューッと行ける
やっぱり近場が一番！湯冷め知らず！

☎072-643-4126

【通常料金】※は土日祝料金。 ご入浴：大人（中学生以上）750円（※800円）
・小人（4才
〜小学生）370円・乳幼児（3才以下）100円 ●岩盤浴：50分コース700円 25分お試し
コース400円

箕面市船場東3-13-11-2F
【平日】9：00〜翌2：00
【土日祝】6：00〜翌2：00
http://suisyun.jp/mino/

☎072-726-4126

【無料バス】山田駅前・北千里駅前・千里中央発着

マイカー利用に大変便利な３時

ただいま期間限定で実施中の、露

大阪モノレール豊川駅そば、交通

を聴きながら爽やかな発汗が心地よ

間無料の大型駐車場がある、万博外

天風呂一面がイルミネーションの光

の便がよいR171号沿いの落ち着い

い「爽流房」など７つのエリアに分か

周道路沿いの温泉。泉質はナトリウ

に輝く
『女子露天イルミネーション』

た住宅街にある温泉。茶褐色に輝く

れ、まるで岩盤浴のテーマパーク！

肉痛・慢性消化器病・痔疾などに効
能があり、療養泉に認定されている。

また場所柄、ジョギングの汗を流
しに来るお客さんも多い。

大庭園露天風呂。地下700mから汲
み上げた100%天然温泉の「大地の
風呂など日によって替わる「祭りの
湯」、５つの深さを持った「大露天七
変化の湯」を万博公園の広い空の
下、追加料金なしで楽しめる。
期間限定クーポン（16年3月末日迄有効） クーポン持参の計３名迄

土日祝800円

50分（700円）

せるミルキー風呂は、普通のお湯の
２倍の酸素を含んで皮膚呼吸を促
進し、モイスチャー効果により肌を潤

温泉。療養泉に認定されている源泉

わせつつ、毛穴の老廃物除去ができ

メタホウ酸を多く含み、美人の湯・療

た際、岩盤浴を利用している子ども

は「箕面 美人の湯」
と名付けられ、ほ

るなど美肌づくりに役立つ。

養泉として親しまれている。

のために無料で携帯型ゲーム機を

のかなつるつる感が幅広い世代の

韓国式岩盤浴と日本の岩盤温熱を

貸りられるサービスなど、さりげない

女性客から好評を得ている。

融合させたすみれの湯オリジナルの

おもてなしがうれしい。週２回開催

『爽健美汗（チムジルバンスパ）』は、 の無料のホットヨガも大人気。
天然石の下を流れるお湯のせせらぎ
期間限定クーポン（16年3月末日迄有効）
クーポン持参の計５名迄 すみれの湯

●ご入館（温泉）

万博おゆば

中学生以上
750円⇒

550円に！

中学生以上
750円⇒

550円に！ 100円OFF ・100円OFF

●爽健美汗（岩盤浴）

1,000円！

※岩盤浴のみの利用は不可 ※クーポンは切り取ってください。コピー不可 ※いずれも重複割引不可。税込料金。

カルチャー教室の

新御堂筋にほど近い、箕面市船場
東の複合アミューズメント施設『ビー

酸水素イオン、炭酸水素ナトリウム、 トルキープサービスや、家族で訪れ

●大人入浴料（中学生以上） ●さらに岩盤浴ご利用で
平 日750円
⇒
円！ 岩盤浴 ＋入浴⇒

650

（岩盤処利用も同様）

バーワールド箕面船場店』2Fにある

炭酸風呂でリフレッシュ！

湯」、薬草風呂やワイン・ラベンダー

ご入館（温泉）

い人気の「炭酸泉」のお風呂をはじ
め、サウナ、ジェットバスを含め17種
類ものお風呂が楽しめる。ミクロの
泡が肌を優しくバイブレーションさ
期間限定クーポン（16年3月末日迄有効）
クーポン持参の計４名迄 水 春

さらに！岩盤浴も

100円OFF

大人入浴料

※岩盤浴のみの利用は不可 ※クーポンは切り取ってください。コピー不可 ※いずれも重複割引不可。税込料金。

教室開催場所
至千里中央

絵手紙体験講座
想いのままに筆を運んで！

千里あさひくらぶ主催の教室・講座
です。参加希望の方にご案内状をお
届けします。
（応募多数の場合抽選）

はじめての方でも安心してご参加いた

花や果物など、身近にあるもの

だける日常生活に役立つヨガです。自分

を描き、心のこもったメッセージを

と向き合い、根本的な改善をしていきま

添えた絵手紙を作ります。初めて

◆お申し込みはこちらへ

す。
ヨガのポーズや呼吸法で気持ち良く

の方にも基本からやさしく指導。想

心身のバランスを整えて、カラダの奥か

いのままに自由に筆を運び、あな

らキレイにしていきましょう。

ただけの絵手紙が完成します。今回は

申込締切：3/5（土）18時

充実の３連続講座！

3月11日（金）18日（金）25日（金）
１４：００〜１５：３０

案内状お届け：3/8（火）
・千里あさひくらぶ会員様以外でもご参加可能です。
・くわしい持ち物等は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。

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 / 1,500円（会員外2,000円）

講師

中村 真紀子

(なかむら

●３回分の受講料。途中欠席返金不可。

まきこ）

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。

講師

長尾 孝子

(ながお

１４：００〜１５：３０
たかこ）

します）

受講料/
材料費/

500円（会員外700円）
300円

絵手紙に親しみ15年。介護施設の豊寿荘デイサービスでの出張講師や、西区北堀江で絵手紙講座を開講。現在は、新千里
北町や北区の中崎町で教室開講に向け準備中。

コ ン サ 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

Spring Concert
ス プ リン グ

デイリー
カナート

ヴィオラ

小枝さん

「朝日川柳」に対抗して？
「朝日千里う」
！ 素敵な情
景 が 浮 か ぶ 真 面目な句
から、思わず吹き出してし
まう句まで。お題に沿った
川柳をお寄せ下さい。
選考は千里あさひくら
ぶスタッフが担当。掲載
作 投 稿 者には粗 品を進
呈いたします。

第129回千里アサコムコンサート
ピアノ &ヴィオラ

上新田
バス停

中島 悦子

朝日千里

ベルンハルト パルツ

畑村

辻 美寿々さん

（曲目）ヴィオラ・ダ・ガンバソナタ … ピアノソナタ…アルペジョーネソナタ… おとぎの絵本… 愛の挨拶 など

3月30日［水］

※プログラム変更の場合あり

１９：００開演

千里朝日阪急ビル1F

入場無料

・予約不要
・180席（立見可）

主催：朝日新聞社／朝日新聞千里販売(株)／千里あさひくらぶ 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

高野台
憲子さん

至さん

美和子さん

吉岡

青山

祖父の靴背広が似合う卒業式

山手町

バスツアーここは日本か中国か

吉田

山中 りくさん

バス会社激安ツアーに危険有り

青山台

バスツアー行ける間はどこへでも

◆バスツアー

３月31日
（木）

ピアノ

新千里北町

青山台

裕太郎さん

佐々木 寛太郎さん

帰り待つおだいり様は午前様

◆ひなまつり

御殿雛見上げ家族で京料理

箕面市

石原

丸顔の雛と一緒にダイエット

青山台

学終えて平和の仕事して欲しい

●（29＝にく、だけに）開催中の『春画展』を見て
肉を食す（五月が丘南Tさん・68歳）

現役を卒業した次は老人会

●１日おまけのついた出勤日と思って、普段よ
りのんびり仕事する（桃山台Kさん・47歳）

佐々木 寛太郎さん

●一日得したような？ いや、月曜だからちょっと
損した感じで仕事に行ってくる（新千里南町M
さん・58歳）

箕面市

●「うるう日」は「うるおう日」
とも考え、一日得し
た気分になって心にもうるおいを与えたいと思
う
（五月が丘南Tさん・67歳）

一句︑帰った ら一段 下でまずお 詫 び︒二 句︑味
が記憶呼び覚ます︒三句︑奥様と？四句︑学と
はさみは使いよう︒五句︑最近﹁高齢社会﹂︒六
句︑
マイナス金利︒七句︑頼もしい︒八句︑地球
です︒九句︑御意︒十句︑お待ちしております︒

●あまり今まで考えたことが無かったが、
これを
機にうるう日には神社に行き、めでたい祝日に
したい（千里山月が丘Kさん・57歳）

大川 ももさん

●東京に住んでいる親友の誕生日が2月29日。
彼女は4年に1度しか年をとらないので、いつ見
ても若い（笑）。彼女とランチをしたり、メールを
して過ごす（千里山東Tさん・67歳）

青山台

●平年より１日多い儲けものの月だから「休肝
日」にして健康に過ごす習慣をつけたいと思う
（東豊中町Mさん・55歳）

万札さん入学卒業繁忙期

『 貴重なうるう日の過ごし方 』

◆卒業・入学

定 員 / 15名
持 ち 物 / 中ぐらいの大きさの習字
筆（筆はなければこちらで用意致

「お団子」
「いちご」がモチーフです。

バス停

ＷＥＢ 「千里あさひくらぶ」
で検索

焼肉
但馬屋

桃山台駅

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

N

不二家
レストラン

新御堂筋

6872-0031

汗を流せてデトックス効果が◎！

や、新登場の「ミルキー風呂」、根強

※岩盤浴のみの利用は不可 ※クーポンは切り取ってください。コピー不可 ※いずれも重複割引不可。税込料金。

リフレッシュ！ヨガ

また、それぞれ効果の違うʻ石ʼで多
彩な効果が期待できる「岩盤処」は、

露天岩風呂天然温泉「美人の湯」 サウナの高温が苦手でもゆっくりと

千里あさひくらぶ会員証でいつでも！

カラダとココロの健康が一番！

お電話 （06）

【無料バス】藤白台近隣センター・北千里駅前・千里中央発着

開放感抜群！ 露天の岩風呂︵男性用︶

大人気の女子露天イルミネーション

特徴は、何といっても関西有数の

【泉質】炭酸水素-ナトリウム 【効能】切り傷・火傷・慢
性皮膚病・神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻
痺、関節のこわばり、
うちみ、
くじき、慢性消化器病、痔
疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進等

購入した飲料を冷やしておけるボ

極上泉は別名「熱の湯」
と言われ、炭

も大人気だ。

春

【通常料金】※は土日祝料金。 入浴料：大人（中学生以上）750円（※800円）
・小人（5才
〜小学生）370円（※400円）
・幼児（3〜4才）100円 ●岩盤浴：大人（中学生以上）750円
（※800円）
・小人（5才〜小学生）370円（※400円） ※お子様のご利用は保護者同伴に限る。

【通常料金】
ご入館（温泉）
：大人（中学生以上）750円・小人（5才〜小学生）370円・幼児（3
〜4才）100円 ●岩盤浴：大人（中学生以上）750円 小人（5才〜小学生）370円

ム塩化物温泉で、神経痛・関節痛・筋 （16年3月末迄）は、若年層の女性に

水

提携店

【泉質】ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉（低張性・
茨木市清水1-30-7
弱アルカリ性・低温泉） 【効能】切り傷・火傷・肌荒れ
【平日】9：00〜翌2：00
性・神経痛・虚弱児童・慢性婦人病・筋肉痛・うちみ・
【土日祝】6：00〜翌2：00
http://sumireno-yu.com/ 関節痛・冷え性・疲労回復・健康増進等

３時間無料大型駐車場あり。山田駅から徒歩10分

箕面湯元

千里あさひくらぶ読者様 PRESENT
投稿先

〒560-0085 豊中市上新
田3-10-21 朝日新聞千里
販売「朝日千里う」係
ＦＡＸ 06・6872・0034
メール aclub＠0843.co.jp
①川柳（お１人３句まで）
②〒住所③氏名④年齢⑤
電話番号（原稿返却不可）

次号のお題
◆プロ野球開幕 ◆お花見 ◆大型連休

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：3/14
（月）
必着

「ピカソ、天才の秘密」

５組（10名）様に進呈！

招待券を各

̶「天才」は、
どこまでも、
「人間」だった。

4月9日（土）〜7月3日（日）あべのハルカス美術館
パブロ・ピカソ（1881-1973）の少年時代からキュビ
スムとその後に至る前半生を、特徴的な「青の時代」
「バラ色の時代」の作品に焦点を当ててご紹介し、そ
の「天才」たるゆえんを探ります。
①希望賞品②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥あなたの「教えたくない穴場桜見スポット」を
明記。3/10（木）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『３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。

