新しく提携 イタリア料理
しました！

第130回 千里アサコムコンサート

ピアノ & バイオリン

安永 暁子バイオリン 井爪 良子バイオリン
米倉 典子ピアノ

いつでも

お連れ様も同様に

（曲目）見上げてごらん夜の星を…竹田の子守唄…叱られて… 浜辺の歌…ひこうき雲 など

１９：００開演

千里朝日阪急ビル1F

※他割引きと併用不可

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

提携店に会員証を必ずお持ち下さい

！ 提携店変更情報
提携 博多都ホテル
終了 ☎092-441-4890 博多駅新幹

5%OFF!

休

不定休

営

ランチ11：30-14：00 ディナー18：00-22：00

☎

06-6836-5633

線口正面
●３月31日をもって営業終了
のため提携終了。

伊産生ハムと 6 種の野菜のスパゲッティ
ポルチーニ茸の泡

理美容・ネイルトータルサロン

新しく提携
しました！

（見本）
※当紙配達地域の朝日新聞読者様に無料発行中。

平日の月〜木曜日のディナー又は
お子様の春・夏・冬休みの平日ランチが

会員証ご持参で

※プログラム変更の場合あり

提携店

シェフが畑で育てたイタリア野菜をはじめ、天
然きのこなどカラダに優しい食材にこだわる。夜
８時以降の入店で、ナポリ産石窯焼きピッツァビ
アンカが特別価格（390円）で提供される。子ども
連れやママ同士のランチにもオススメ。

懐かしのメロディ

6月9日［木］

豊中市上新田2-24-51

ロベルトカレラ

Edit&SENRI

豊中市新千里東町1-5-3
千里朝日阪急ビル3F

はみ
だし
提携店

専任スタッフ常勤の無料託児所を完備！

お客様のライフスタイルに寄り添ったビューティー
を提案しているサロン。無料の託児所とキッズ専用の
カットスペースを備え、保育士の資格を持った専任ス
タッフがいる。ママも安心してオシャレを楽しめる。

千里あさひくらぶ会員証ご持参でいつでも

5,500円
【理容】男性専用洗浄スパ「軟蜜」1,000円→ 無
料

公式戦初勝利は
マネジャー差入れの
ドーナツ味！

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/

【美容】バウンドケア+カット 7,500円→

休

千里青雲高校野球部（4/9・豊中ローズ）

R15+ 公開/2015年オーストラリア 監督/ジョージ・ミラー

乙武洋匡さんのスキャンダルにがっ
かり。スポーツライターとしての仕事に
憧れていた。
（ガンバの会報に寄稿され
ていたことも）
人気を得たことで慢心しちゃったの
かな。謝罪会見の「弱さから逃げてし

月曜日(祝日営業） ☎ 06-6873-2552 営 10：00-19：00

今後は内面の浮気心とも向き合って、

ガッツポーズが連続。逃げながら戦う。

障害者と性の問題を真面目に考える

それだけなのにめっちゃ面白い。まさし

トップランナーになっていけばどうか。

く単純明快。命懸けで希望を信じ続ける

その分野で走ってほしい。

男と女の清々しい勇姿に惚れる!! 走りに

走るといえば『マッドマックス 怒りの

走って女性を守って活路を開く!! 活力満

デス・ロード』ですよ。荒廃した世界で資

載で生きる元気が湧いてくる映画に触

源を独占する悪の組織に立ち向かう元

れて生命力の至高に気付ける!!
生存証明が破廉恥になったらダメだ

警官マックスと女戦士フュリオサ。

まった」という言葉は言い訳にすぎな

キャラが立ちまくっている個性豊か

い。あと障害は克服するものじゃなくて

な登場人物が画面の隅々まで躍動する

見つめ合っていくものだと思う。ただ、

アクションの祭典は、先日のアカデミー

イロモノとして扱うマスコミ報道は感じ

賞で最多６部門受賞。御年70歳の監督

悪いし、彼に怒らず擁護するばかりの人

が描き出す決死のサバイバル劇は、最

たちもどうかと思った。不倫を猛省して

高のピンチを至高の勇気で打破する

よ、乙武クン。
車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.32

AKIRA（豊中市民）車椅子の映画感想家

EVENT! 掲載
無料

︵非商用︶

マッドマックス 怒りのデス・ロード

4月15日、朝日旅行と千里あさひくら
ぶが企画するバスツアー「タビバ」で
滋賀の長浜曳山まつりへ。参加者さ
んと子ども歌舞伎を鑑賞し、立派な演
技に拍手を送りました（おかちん）

aclub@0843.co.jpまで

千里南公園 釣り堀無料開放…5/5

里文化センター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）に
て●ウズベキスタンの留学生による自国の紹
介と生活の話●申込不要●無料【問】☎06・
6831・4133

5/5（木・祝）午前8時〜午後4時30分。千里南公
園牛が首池（津雲台1）にて●中学生以下対象
●申込不要●利用無料（餌台別途300円必要） ●転勤族カフェ 5月13日（金）10時30分〜12
（新千里東町
【問】南千里会・山元☎090・1441・4356、公園み 時。千里文化センター「コラボ」
1-2-2）にて●転勤族ならではの悩みを語り合
どり室☎06・6834・5366、FAX06・6834・5486
い、地域の情報を提供●申込不要●無料【問】
千里まち歩き…5/9
☎06・6831・4133
千里文化センター市民実行委員の案内で、豊中
市発行の冊子「ぶらり千里」のひめぼたるコース
吹田まち案内人と歩く
「吹田ええとこ
を巡る 5月17日（火）9時50分〜12時30分。集
まわり
ゃんせコース」
…5/14
合・解散は阪急南千里駅
紫雲寺拝観、馬上門、山田伊射奈岐神社、圓照
● 定員2 0 人 ● 5月9日
寺などを巡る約5㎞。 5/14（土）午前9時30分
（月）10時から来館・電話
阪急山田駅東側出口集合。正午に大阪モノ
受付。先着順●無料●千
レール万博記念公園駅解散●参加400円【申】
里文化センター「コラボ」
はがきかFAXにコース名、代表者氏名、住所、電
☎06・6831・4133
話番号、人数を書き、浜屋敷（〒564-0025吹田
市南高浜町6-21、☎06・4860・9731、FAX06・
テーマ型交流カフェ…5/10・5/13
●多文化カフェ 5月10日（火）10時〜12時。千 4860・9725）迄。5/12（木）必着。

月刊

千里地域の朝日新聞に毎月最終日曜日折込み！

と筋力アップにつながるメリットもあった」
と話し
ました。
新聞
朝日

（通巻193号）

つむぐくん

朝日新聞

こころちゃん

５月号

2016年

千里桃山台・千里中央・千里上新田・北千里・旭ヶ丘・千里山田北・千里山・南千里・吹田関大前※・東豊中※・東吹田※の
各ASAから、毎月最終日曜日に朝日新聞朝刊折り込みで約25,000部発行。
（※エリア内の一部）取材・制作／岡野・難波

地域が育てる常勝軍団
少年
野球

作業後に訓示する﹁おばちゃん﹂こと︑ウルフ創部者の棚原安子さん

No193/2016.4.24 ○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

ウルフ出身で、あのオリックス・バファローズの
主砲Ｔ―岡田選手も古紙回収を行った１人です。
学童チーム監督の棚原徹さんは「いつも彼は重た
い古紙を両手に持っていた」そうです。あの体格と
打撃力の基礎は、
この作業で得られたのかもしれ
ません。

山田西リトルウルフ 45年続く古紙回収

吹田市山田西地域を主な活動場所とする少年軟式野球チーム山田西リトルウルフ（棚原長一会
長。以下、
ウルフ）には、少子化の現在でも総勢約130人の部員がおり、千里ニュータウン内のみなら
ず地域外の各大会で好成績をあげる強豪です。そのウルフが創部以来約45年に渡って続ける月２
回の古紙回収。
ここに強さの秘訣が隠されていました。

45年前に古紙回収を発案した、チームの創部
者であり世話役の棚原安子さんは、作業終了後に

「よいしょ！よいしょ！」。3月26日、山田西の高層

この日は３棟を約45分間かけて回り、古新聞・

毎回子どもたちを整列させ「お金を得ることの尊

団地で、Wマークの帽子を被ったウルフの子ども

古雑誌を２トントラック２台分、
ダンボール約600

さ」
「そのお金で得るものの大切さ」などを伝えて

たちが、各室の前に出された古紙を抱えて棟内を

㌔、他に古着を集めました。チームはその売り上

います。そして、締めくくりはいつも「みんなは地

駆け回っていました。古紙はエレベーターを使っ

げを、道具の購入費や対外試合のための遠征費、

域の人に育ててもらっていることを絶対に忘れて

て１階に下ろしますが、子どもたちは乗りません。

大会参加費などに充てています。
また月謝を安価

はいけない」

中には古紙を持ったまま、ずい分上の階から降り

に設定でき、入部しやすい環境も作っています。

る子どももいました。そんな様子を、父兄や指導者
が手助けしながら見守っています。

「ハイ！」元気な声が団地に響きました。 （岡野）

重い物を何度も往復して運ぶ作業は、子どもた
ちにとって大変では？ 両手に大きな古紙の束を
持って降りて来たチーム1の大柄、藤田礼くん（新
６年生）は「幼稚園年長組から続けているけど、サ
ボりたいと思ったことは１度もない。だって新聞
がボールになるし、遠くの強いチームと試合がで

﹁古新聞が道具やパワーになるんだ！﹂
必死に階段を降りる子どもたち

きるから。
ここに住んでいる人たちには『いつも僕
たちが運びやすいように小さく分けてくれてあり
がとう』
と言いたい」
と、あごの汗をぬぐいました。
ウルフの古紙回収をいつも利用するという、高
層階に住む高齢の男性は「市の回収だとマンショ
ンの下まで自分で持って降りる必要があるけど、
ド
アの前まで取りに来てくれるから助かる」。息子が
ウルフOBという女性は「重い物を運ぶことで自然
創部当時からお世話になる回収業者の松永康任さん（最後列）
と一緒に

ヒメボタルが教えてくれること
貴重な緑地の保護・保全と活用法探る

（撮影・ヒメボタルの会）

千里第４緑地は、概ね吹田市高野台の高町池

会では05年から、NPO法人すいたみどりの会と

から西山田の海老池にまたがる林で、古くは里山

協力し、雑木の間伐や枝打ちなどをしたり、放って

として利用されてきた千里ニュータウンの貴重な

おくと急激に生い茂って他の植物を追いやるモウ

自然環境です。一生を陸の上で生活するヒメボタ

ソウチク
（竹）を、一部残しつつ伐採しています。林

ルは、
この林の中に棲息しています。

の中に日光を届け、地面に近い植物の光合成を

会員と年間を通じてヒメボタルの観察・調査と

西山田のヒメボタル
︵撮影・小原玲氏︶

千里第４緑地には、府準絶滅危惧種で吹田市天然記念物のヒメボタルが
棲息します。５〜６月にかけて見事な乱舞を見せ、多くの見物客を集めま
す。発光を約１ヶ月前に控えた４月11日、その棲息環境を守る吹田ヒメボタ
ルの会会長の塩田敏治さんと緑地を歩きました。

促すためです。それが良質な土づくりにつながり、
結果として生物の多様性を高め、ヒメボタルの棲

会には今、新しい悩みがあります。
「林を管理し

千里第４緑地のヒメボタルは例年５月下旬に

辺の綺麗な環境の指標となるように、ヒメボタル

み良い環境が生まれます。発光数は、調査を始め

たら人が入りやすくなって、毎年のようにたき火

発光数のピークを迎え、夜８〜10時頃、特に輝き

の存在も自然環境が豊かという証」
と言います。

た98年以降ほぼ横ばいだったのが、11年には過

の失火騒ぎがあったり、整理した間伐材で子ども

を増すということです。

去最高を記録し、以降も毎年増加傾向が続いてい

たちが遊んだまま放っておいたり、業者と思われ

ます（昨年は期間中計約9,500匹）。

る人が昆虫を大量に採集しに来たり」

ヒメボタルが棲息するには、ただ周りに緑があ
るだけでなく適切な食料が必要です。塩田さんた
ちの観察では、幼虫は陸生の巻貝の他に、
ダンゴ
ムシ、
ミミズ、ゲジなどの土中生物、なんとムカデ
の仲間まで食べていたそうです。
「かわいいのに
意外とゲテモノ喰いでしょ？」塩田さんは笑いま
す。
「『色んな生物が棲むいい土があるよ』
と教え

このような問題を解決するには、地域住民と会

高町池

野球場

遊歩道入口はこの【看板】が目印

探っていきたい」

田東のある場所では近年、環境が変化したため見

阪急佐竹台5丁目 バス停

有名作陶家に楽しく教わる

ち着いた雰囲気でじっくり作陶タイム。作

す。
ヨガのポーズや呼吸法で気持ち良く

品は能勢の窯で焼き上げ、本格的な陶芸

心身のバランスを整えて、カラダの奥か

作品ができあがります。初めての方から

らキレイにしていきましょう。
充実の３連続講座！

経験者までご参加いただけます。

・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）

5月13日（金）20日（金）27日（金）
１４：００〜１５：３０
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。

5月24日
（火）
講師

和田 隆

(わだ

１０：００〜１２：００

たかし）

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）

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。

佐々木寛太郎さん

「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。

イタリア料理

ロベルトカレラ様提供
豊中市上新田2-24-51 ☎06・6836・5633

千里中央

朝日千里

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 新提携店からプレゼント！
上新田

箕面市

青山台 辻美寿々さん

高野台
吉岡憲子さん

畑村小枝さん

月に母いるなら行くよ会いにゆく

新千里北町

吉岡憲子さん

道広廸子さん

あるのかなないのか興味もないけれど

高野台

早送りしたい改憲愚痴小言

山手町

九条の運命かかる総選挙

◆解散総選挙

少子化で五月の空は過疎となる

◆鯉のぼり

不満足五体満足鯉のぼり

山手町 道広廸子さん

鯉のぼり介護の車しばし止め

箕面市 吉田至さん

母の日に嫁からもらう花の束

●ごめんなさい。近隣センターは長い間行って
ません。たまにスーパーに行くくらい（新千里
北町・丸井さん）⇒がんばれ近隣センター！ 遠
くない内に紙面で「近隣センター特集」を組み
たいと思います。
（編集長）

お母さんこれよりぬくい言葉なし

●古江台のビーナス美容室。ご家族で経営さ
れていてとてもアットホームな雰囲気。
（でも、
近隣センターのお店が少なくなって淋しい）
（古江台・松原さん）

石原裕太郎さん

●古江台の動物病院ファミリー（古江台・岡村
さん）

一句︑保育所は過密︒二句︑肉食系？三句︑懐か
しい日々思う︒四句︑紫のカーネーションは
﹃気
まぐれ﹄︒五句︑深い愛︒六句︑﹁ママ﹂はもっと恥
ずかしい︒七句︑﹁日帰りで﹂と︒八句︑税金の無
駄？九句︑急いては︒十句︑政府の狙い透ける︒

●青山台の美容院オーブ（青山台・吉田さん）

青山台

● 高 野 台 の 食 事 処 旬 菜 神その 。ラン チ が
とーってもお得で美味しい（高野台・落合さ
ん）

佐々木寛太郎さん

●竹見台マーケット内小西食品の手作り豆
腐!!（五月が丘南・高橋さん）

箕面市

●藤白台プラザ内の花売り場。特にユリの花。
香りが良く長持ちし、一目で新しさが分かる。
お値段も手頃（藤白台・井上さん）

﹁オカアチャン﹂
いつもの癖がひょいと出る

千里NT 近隣センターのおすすめ店

◆お母さん

※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7月後半の予定です。

バス停

と向き合い、根本的な改善をしていきま

◆お申し込みはこちらへ

焼肉
但馬屋

桃山台駅

雑誌などで特集も組まれる能勢の陶芸
家和田隆先生。楽しい話を交えながら落

N

不二家
レストラン

新御堂筋

はじめての方でも安心してご参加いた
だける日常生活に役立つヨガです。自分

案内状お届け：5/9（月）

教室開催場所

陶芸教室

至千里中央

リフレッシュ！ヨガ

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）

申込締切：5/6（金）18時

ローソン

ASA千里山田北スタッフ
（前列右が店長の阪本）

カラダとココロの健康が一番！

0843.co.jp/aclub/

山田下

「お店からホタルが見えるんですよ」

られなくなったそうです。

ＷＥＢ 「千里あさひくらぶ」
で検索

グラウンド

海老池

中で、緑地の保護や保全、活用の方法をともに

絶滅してしまう恐れがある」
と言います。実際、山

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

交番
スーパー

文

さに触れてもらい、子どもも含めて意見を交わす

が大きなダメージを受けると、対応力の無さから

6872-0031

【看板】

西山田小

る像は人それぞれ違う。まずはヒメボタルの美し

ないので長距離を移動できず、一度でも棲息環境

お電話 （06）

文

文

利用法など、
自然環境と一言で言っても、理想とす

それでも塩田さんは「ヒメボタルはメスが飛べ

カルチャー教室の

（岡野）

西山田中

千里高

との交流が必須と言います。
「間伐の方法や、山の

﹁自然保護は単純ではない﹂と言う塩田さん

巻貝を食べるヒメボタルの幼虫︵撮影・ヒメボタルの会︶

てくれているんです」

間伐などで日光が地面まで届くようになった緑地

環境保護に携わる塩田さんは「ゲンジボタルが水

理美容・ネイルトータルサロン

Edit & SENRI 様提供

豊中市 新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル3F ☎06・6873・2552

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
◆梅雨 ◆夫婦旅 ◆18歳選挙権

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：5/13
（金）
必着

【美容】
ナポリ産石窯焼

ピッツァマルゲリータ 30名に

・通常価格980円（税込）
・ディナーお食事のお客様対象。
・有効期限なし。

クリームスパ無料 20名に

・有効期限なし。

【理容】

男性専用育毛スパ「濃蜜」無料

20名に

・通常料金4,000円（税抜）・有効期限なし。

①希望賞品②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥あなたの「雨の日が好きになる工夫・場所など」
を明記。5/16（月）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『5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。

