シュガーラビッツ

博多ラーメン 開運丸

吹田市竹見台3-6-1
アベニュースクエア1F

提携店

おかげ様で13周年！
！お子様連れ歓迎！
！P35台！
！
連日大賑わいの人気とんこつラーメン店！
！店内は座
敷席有（終日禁煙）で、赤ちゃん連れも◎。お子様の食
事セットや椅子もご用意しております♪

チアリーディングを心から楽しめるクラブ！「元気・勇気・笑顔」を
合言葉に仲良く活動中。未経験者・初心者もちろん大歓迎です★

今だけ！16年4月30日まで

会員証ご持参でいつでも

「この紙面持参」でラーメン1杯につき

ラーメン1杯につき

100円引き!! 50円引き!!
※いずれも、お連れ様も同様にサービス！他サービスとの併用は不可。

開運丸ラーメン７００円

SUGAR RABBITS
豊中ジュニアチアリーディングクラブ

（見本）

提携店に会員証を必ずお持ち下さい

※当紙配達地域の朝日新聞読者様に無料発行中。

！ 提携店変更情報
一時 亜羅毘加
（アラビカ）
閉店 ☎06-6873-2188 せんちゅう

パル1F

☆オススメメニュー☆
柚子とんこつラーメン750円
しょうゆorみそとんこつ680円

MIPSパソコンスクール千里中央

☎06-6873-2177 せんちゅう
パル1F
●上記２店とも３月31日を
もって移転の為一時閉店。移
転先は紙面でお伝え予定。

1/1のみ（12/31は15：00迄） ☎ ※変更しました 06-6834-8499
営 ※4/11より変更 平日11：00-14：30・17：00-翌1：00／土日祝11：00-翌1：00
休

ピーコックストア千里中央店

こだわりの国産新鮮生野菜、ハンバーガーのパ
ティは安心のオージービーフ100％を使用。バン
ズは栗かぼちゃを練り込んだパンプキンとゴマの
2種類、ポテトは北海道の契約農場で作られた北
海コガネを使用し、おいしくて身体にいいものを
ていねいに手作りしています。

Date 毎週月曜日19：00〜20：45

第17回 関西チアリーディング選手権大会 奨励賞

Performance 第16・21・22回 西日本チアリーディング選手権大会 敢闘賞，奨励賞
（公社）日本チアリーディング協会有資格指導員

見学・体験 随時受付中…

（小学1年〜中学3年女子）

いつでも

※セットメニュー除く

メンバーの人数により若干変動あり

豊中ジュニアチアリーディング事務局（池本）

mama.with.kids@ezweb.ne.jp までお気軽に

吹田市千里万博公園３-３

無休

☎

06-6155-1010 おいしさと安心をお届けいたします！

営

小さいのは不満で、今後追加を期待。ま

いくためキツかった（背後から母の息切

た、場内にコミュニティカフェがあれ

れ）。その負担が劇的改善して感動！

ば。定期的なホームタウン活動で、サッ

屋根のおかげで雨天時に濡れる心配

カー観戦にとどま

ます。初回は、ガンバ大阪新本拠地『市

は無いし、見下ろす構造で観戦視野が

らな い 交 流 の 場

立吹田サッカースタジアム』
！

広くて興奮するしで申し分なし。臨場感

を兼ね備えたスタ

12年、募金活動スタート。15年、個人・

の凄さに自然と笑顔に。前を向いて走

ジアムに育ってく

法人の寄付と助成金で目標額140億円

るサッカーの醍醐味を満喫できる最高

れたら面白い。

達成。15年10月の竣工式を経て、つい

の環境！ いつか友達と行きたいな。

カー専用スタジアム！

徒歩ルートの場合モノレールの万博
記念公園駅からは遠いので公園東口駅

安心してください。バリアフリーも充

を推奨。距離はあるがまっすぐなルート

実。車椅子席の数は約300スペースでJ

で勾配も少ないので車いすユーザーに

リーグ最大規模！ エレベーターの扉が

は特に。欲を言えば、EXPOCITYから近

開いたら目の前に車椅子席。3Fのコン

道を作ってほしかった。地下道？

コースにぐるりと！ 昨年までの万博記

9：00-21：30（L.O21：00）

念競技場は長〜いスロープを上がって

映画感想と交互連載の「街歩き」を書き

に稼働キターッ！ ４万人規模のサッ

5%OFF!

休

あと、規模に比べるとエレベーターが

EVENT! 掲載
無料

vol.1

AKIRAの

ぶらっと吹田遊歩道めぐり…4/7

さくらコース。約6.2㎞。
ガイド付き 4/7（木）9時
に阪急北千里駅集合。12時30分同駅解散●無
料【問】公園みどり室 ☎06・6834・5364 FAX06・
6834・5486
①育児ブラスサークル・ひだまりによる親子コン
サート②仲間づくりや情報交換などの語らい
4/7（木）①10時30分〜11時30分②11時30分〜
14時。千里公民館（新千里東町1-2-2）にて●対
象は未就学児と保護者、50組●無料●当日会
場。先着順【問】☎06・6833・8090

ベビーとママのための転勤族カフェ…4/15

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。

でっかい写真いっぱい
千里あさひくらぶブログ！
0843.co.jp/blog/

（スマイル）体操…4/19
aclub@0843.co.jpまで すいた笑顔

千里親子ふれあい広場…4/7

車いすユーザー

はみ
だし

27
︵非商用︶

市立 吹田サッカースタジアム
車いすユーザーの僕視点で、今号から

会員証ご持参で

（2015年度）
Fee 4,500円/月

Coach 西村美紀，池田麻衣子，大上紗季

提携店

﹁１・２・３ジャンプでナイシュッ！﹂
古小ミニバス部大西 壮梧君︵２・ ︶

Place 豊中市立千里体育館

豊中市新千里東町1-1-1

ピーコックストアB1F

アボカドバーガー ６８０円

フレッシュネスバーガー

慣れない地域での仲間づくりや生活情報の交換
4/15（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●対象は、妊
婦か3歳以下の子どもと保護者●無料●申込不
要【問】☎06・6831・4133

子どもから高齢者まで覚えやすく、立ってでも
座ってでも手軽にできる吹田市のオリジナル体
操を自然の中で 4/19（火）9時45分〜10時。千
里南公園（阪急南千里駅すぐ）にて。雨天中止
●どなたでも参加可●無料●申込不要【問】文
化スポーツ推進室（☎06・6384・2431 FAX06・
6368・9908）

・イラストはイメージです。

脳いきいき講座…4/23

初めてのタブレット
（コンピュータ装置）
4/23（土）10時30分〜正午、13時30分〜15時30
分。高齢者生きがい活動センター（吹田市津雲
台1、阪急南千里駅下車すぐ）にて●各10人。多
数抽選●無料【要申込】4/4（月）〜7（木）に直接
か 電 話 で 同 センター（ ☎ 0 6・6 1 5 5・2 1 5 5
FAX06・6155・2177）

No192/2016.3.27 ○毎月最終日曜発行 ○発行元：朝日新聞千里販売株式会社 〒560-0085 豊中市上新田3-10-21 TEL: 06-6872-0031 aclub＠0843.co.jp

月刊

千里地域の朝日新聞が毎月最終日曜日にお届け！

４月号

2016年

新聞
朝日

朝日新聞

こころちゃん

（通巻192号）
つむぐくん

ʻイクメンʼは特別じゃない…
だけど悩み多きパパたち

豊中市千里公民館３階の和室で3月13日、乳幼児などを子育て中の父親を対象（母親と子どもも
参加可）に『パパの子育て寺子屋 第２回父親ってなんだろう？知らんかった！こんなこと』が開催さ
れ、14名の参加がありました。子育てを応援するNPO法人によるミニ講座や、参加者同士が日頃の
悩みや疑問をぶつけられる座談会、家族同士のスキンシップ法の体験会などが行われました。

千里公民館で子育てパパの「寺子屋」
などでʻアイスブレークʼした後、NPO法人キッズ＆

手伝ってくれるので、きょうだいができた方が楽

子育て応援隊MerryTime代表理事の永谷陽子先

だった」。また、他の参加者が「普段なかなか触れ

生による、子どもの「体・心・頭のバランス」をテー

合わないパパが、子どもに甘くしてポイントを稼

マにミニ講座が行われました。永谷先生は「母親

いでも、パパの秘密は子どもを通じて全部ママに

が抱きしめ、父親はたかいたかいをするなど、子

伝わっている」
と話して笑いが起こりました。

どもの成長には母性と父性のバランスが大切。た

最後に、1対1で相手の身体を足で踏み、スト

とえ片親でも、母にも父性、父にも母性がある。足

レッチや血行促進などの効果が期待できるという

りない部分は、祖父母や地域の方の力を頼りにし

リラクゼーション法FumiFumi®を体験しました。

て欲しい」
と話しました。

松尾さんは「いまやイクメン（育児をする男性）

少人数の２グループに分かれた座談会では

が特別でないからこそ、地域交流が少ない父親に

「にしおかパパねっと」顧問の馬場正敏さんと代表

は子育てのコミュニティーが必要。
このようなイベ

の松尾聰さんが進行役になりました。参加者から

ントを通じ、家族以外とも協力する大切さと楽しさ

「１人目でこれだけ大変なのだから、
（本当は欲し

を知ってもらえれば。目標は、お父さん同士が地域

いが）２人目以降は考えられない」
と悩みが打ち

で挨拶できる仲間づくり」
と話しました。

明けられると、５人の子を持つ馬場さんは「うちは

パパの子育て寺子屋の次回開催日程は未定で

１人目が一番大変だった。私の帰りが遅いので妻

すが、今後も年に3〜4回のペースで継続的に催し

と子どもの1対1の環境を作ってしまい、逃げ場の

たいということです。

!?

ここなら言える！ 子育ての悩み・疑問

ない負担をかけた。それに、子どもは成長すると
ママがパパを踏んづけてストレス解消

参加者の緊張をほぐすためジャンケンゲーム

（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

コンクリ張って 自分たちのビオトープに 変化する人権意識感じて
桃山台小５年生が改修工事

異文化交流・人権コンサート 北千里公民館で開催

モガリ真奈美さんとマルガユニティーの仲間たち
マノハル＝シュレスタさん

間ができないよう丁寧に張りました。

ダンスユニット﹁心縁仁﹂

人権協委員 立山清弘さん

吹田市立桃山台小学校の５年生３クラス約100
人が２月５日、校内のビオトープの改修工事を行

１組の石本航大くんは「親戚が大手工務店に勤

北千里公民館で３月５日、北千里地区人権協（人

復興につながる」
と訴えました。
また、南インド古典

いました。NPO法人すいた体験活動クラブ（稲山三

めていて、コンクリートを張る作業を見学したこと

権啓発推進協議会）主催の『異文化交流・人権コン

舞踊グループ「マルガユニティー」を主宰する関西

郎代表。以下、
クラブ）協力による総合学習の一環。 がありそれが役に立った。
コテの先を使うと滑らか

サート』が開催されました。
ダンスやスライド、舞踊

日印文化協会理事のモガリ真奈美さんは、マルガ

児童たちはクラブスタッフの手を借りながら、水路

に張れる」。同じ組の工藤愛さんは「コンクリートを

が発表され、会場を埋めた藤白台・青山台・古江台

ユニティーの仲間たちとともに、踊りを通じて南イ

にコンクリートを張るなどしました。

初めて張った。
自分で作ったビオトープだから、
もし

地区の約150人の参加者が、異文化や人権に関す

ンドの文化を伝えました。

ドイツ語のビオトープ（Biotop）は「生物空間」
と

生き物に元気がなかったら先生にすぐ報告した

る理解を深めました。

訳され、自然の生き物がいる場所のこと。７年前に

い」。
また、２組の山﨑広大くんは「修理が終わった

手話パフォーマンスを取り入れたダンスユニット

員の立山清弘さんは「時代とともに人権・差別に関

造られた「ももっこビオトープ」には小さな池に通じ

ら植物の種を植えて、緑で一杯のみんなが楽しめる

「心縁仁（シンエンジン）」は、
『あの素晴らしい愛を

する意識も変わり、地域に外国人居住者が増えて

る水路があり、池には泥が溜まって、水路からは水

場所にしたい」
と話しました。

もう一度』のサビの部分で、参加者の手話とセッ

いる現在は、特に異文化交流が重要になっている。

今回イベントを実行した、北千里地区人権協委

が漏れだしていました。そこでまず、４年生が池を

また、幼いころ自宅のそばの田んぼでよく遊んだ

ションしました。大阪大学卒業のネパール人、マノ

イベントを通じて文化が異なる人たちへの興味や

掻い掘り
（かいぼり）
し、ヘドロは校内の樹木の肥料

と言う１組担任の原太志朗先生は「今の子どもは

ハル＝シュレスタさんは、
「ネパール地震とこれか

理解につながれば」
と話しました。

に、
ドジョウなどの生き物は理科室へ一旦逃しまし

身近に自然と触れ合う環境が余りないので、ビオ

らの経済発展」をテーマに、震災復興と日本の関わ

北千里地区人権協では、今年の秋頃に、東南アジ

た。そしてこの日、５年生が自分たちでセメントを

トープを通じて生き物の尊さを学んでほしい」
と願

りの重要性についてスライドで説明し、
「日本の方

アの人たちと交流できる催しを企画しているという

練ってコンクリートを作り、コテを使って水路に隙

いました。

にネパールにどんどん来てもらうことが経済発展と

ことです。

カルチャー教室の

（岡野）

教室開催場所

アロマテラピー講座

あなただけの印づくりにチャレンジ！

アロマエアーフレッシュナー作り！

自分だけのオリジナル印を作ります。

昼用のルームコロンと夜用のリラック

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）

も簡単に彫れます。季節のあいさつ文や

ルの基礎を知って、ホルモン分泌を促進

◆お申し込みはこちらへ

6872-0031

年賀状、名刺などにも使え、ご自身のト

しましょう。
スプレー容器に数種類のエッ

レードマークとして色々なものに押すこ

センシャルオイルをミックスして薄め、２

ＷＥＢ 「千里あさひくらぶ」
で検索

とができます。
●漢字かひらがなの一文字をどちらか選べます！

申込締切：4/8（金）18時
案内状お届け：4/11（月）
・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。

４月18日
（月）
講師

荒川 紅成

(あらかわ

１４：００〜１５：３０
こうせい）

種類をお持ち帰りいただけます。
作品例

定 員 / 12名
持 ち 物 / 手鏡、筆ペン
受 講 料 / 500円（会員外700円）
材 料 費 / 300円

４月27日
（水）
講師

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年以上。
日本書学館教授資格。

12名
500円（会員外700円）
500円

よしこ）

各種カルチャー講師を務める。AIAS-JAPAN認定講師。
日本エステティック協会ajesteプレミアムサロンLaRose主催。

青山台

青山台

朝日千里
「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。

箕面市
佐々木

青山

寛太郎さん

美和子さん

憲子さん

花見行き人混み揉まれ酔い痴れる

山手町

吉岡

美子さん

春節に負けじと繰り出す大型連休

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
◆鯉のぼり ◆お母さん ◆解散総選挙

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：4/10
（日）
必着

上新田
バス停
デイリー
カナート

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

千里あさひくらぶ読者様 PRESENT

５組（10名）様に進呈！

抽選で

「光紡ぐ肌の ルノワール展」
“光あふれる女性の美”をテーマに
ルノワールが描く60作品以上を展覧
3月19日（土）〜6月5日（日）京都市美術館

ルノワールが描く60作品以上を通じて女
性たちの透明な肌、色鮮やかな頬と唇な
ど、光あふれる美をご堪能ください。
ピエール＝オーギュスト・ルノワール ︽昼食後︾
１８７９年 油彩・カンヴァス︑１００・５ ×
８１・３㌢
シュテーデル美術館︑フランクフルト
Photo:©Städel Museum‐U.Edelmann‐ARTOTHEK

辻 美寿々さん

山中 りくさん

高野台

岸部

洗濯も料理も連休大型連休

佐井寺

連休は夫にあって妻になし

一句︑ゲン担 ぎで手 打 ち？二 句︑リモコンで指
先スポーツ︒三句︑例年失速︒四句︑ブルーシー
ト 開 花 宣 言 ︒五 句 ︑愛 散 らぬ︒六 句 ︑も う一回
り︒七 句︑穴 場 推 奨︒八 句︑酒・弁 当 爆 買い︒九
句︑夢見妻︒十句︑ご主人に代わり﹁有難う﹂

◆大型連休

プロ野球打って守って捕まって

◆プロ野球開幕

野球みてすもうサッカーいそがしい

至さん

小枝さん

裕太郎さん

箕面市 吉田

畑村

石原

タイガース開幕日には勝ってくれ

新千里北町

青山台

もう待てぬ蕾の下にシート敷く

◆お花見

手をひいてゆっくりお花見老夫婦

真知乃さん

●千里北公園から青少年センター坂道を下る、 ●万博の自然公園の中の「太陽の塔」正面の右
側が桜通りなのですが、私は人通りの多いとこ
妙見寺手前東側（藤白台Nさん・73歳）
ろを避け、左側の少しだけの桜を探して歩いて
●高野台小学校そば、川の両端の桜。植樹から います。ぽつんぽつんと桜の種類が違うのがあ
半世紀、めぐりくる春。桜花爛漫。源流であるこ るのですよ
（新千里北町Mさん・51歳）

大川

●阪急千里線山田―北千里間の車窓から見る のモノレールから見える桜は最高です（上新田
Sさん・87歳、Oさん・66歳）
桜は絶品です（藤白台Sさん・51歳）

青山台

●桜の名所は、報道に言い尽くされています。
教えたくない穴場桜見スポット
穴場と言えるかどうかわかりませんが、学校に
●緑地公園のウォーターランドと若竹池の西側 は必ず桜があります。４月の入学式には散って
の陸橋。陸橋から見下ろす桜は見事です（春日 しまうのでは？とか思いを巡らしながら見つめ
る桜は、毎日が愛おしく感じられます（千里山東
Mさん・63歳）
Sさん・63歳）
●服部霊園の東北にある「八重桜」
（千里山竹
●桜が咲けばいつも楽しみながらウォーキング
園Tさん・80歳）
している所。”教えたくない”と言うよりも、ぜひ
●豊中市城山町の服部みどり幼稚園周辺の川 桜の下でウォーキングしてほしい所が、新千里
沿いの桜がとてもきれいです。桜の根元にある 北町住宅の北側を囲む外回り道路です。ず〜と
ユキヤナギも同時に満開になることが多く、コ 青山台まで続いていて、それは美しく気持ちの
ントラストを楽しむことができます。服部緑地内 いい桜並木通りです（新千里北町Iさん）
に比べて人も少ないので、のんびりお花見でき
●西丘保育所の下で、消防所横の小さな公園
るスポットです（寺内Pさん・57歳）
（新千里西町Kさん・80歳）
●関大の一中・一高側にある、色々な桜の種類
がある坂道。色とりどりで長い期間楽しめます ●上新田天竺川沿い（東豊中町Mさん・55歳）
よ！
（山手町Iさん・47歳）
●どなたも御存知と思いますが、万博公園まで

千里の春毎日お花見バスの中

の川は、淀川につながる。ピンクの花びらの長
い旅が始まる。自慢の桜（高野台Yさん・79歳）

天見 佳子（あまみ

１４：００〜１５：３０

定 員/
受講料/
材料費/

バス停

0843.co.jp/aclub/

N

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

スコロンを作ります。エッセンシャルオイ

桃山台駅

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

柔らかめの石を使うので、初めての方に

新御堂筋

お電話 （06）

至千里中央

一文字印づくり

（岡野）

①希望賞品②〒住所③氏名④年齢⑤電話
番号⑥あなたの「近隣センター内のおすす
め店（例：駄菓子屋、米穀店）」を明記。4/10
（ 日 ）必 着 。当 選 発 表 は 発 送 で 。
（宛先）
〒5 6 0 - 0 0 8 5 豊 中 市 上 新 田 3 - 1 0 - 2 1 又 は
aclub@0843.co.jp『４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あり。

