ピアノ & バイオリン

懐かしのメロディ

6月9日［木］

※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

毎年恒例 ! 朝日おこさまにんぎょうげき

5/30～発売スタート！

劇団みのむし糸あやつり人形芝居

「今夜はうな丼！」

フェア

（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

13：00ｰ14：00
円

当日

会場

500円

A&Hホール

新千里東町１丁目５−３

ご注文

●大人・子ども同額 ●1歳未満
無料 ●前売券が売切れの場合
当日券の販売はありません。

☎06-6878-5151（代表）
吹田市千里万博公園1-5
⇒レストランの割引は一部対象
外の商品又はメニューあり。

この紙面持参で

・値引上限5,000円・他サービス併用不可
・有効期限 2016年6月末日迄

主催：朝日新聞千里販売㈱/千里あさひくらぶ

千里中央店

6872-0031

☎
（06）

aclub@0843.co.jp

た」がある。貴重なすいたんグッズが並
ぶ時も！ ３階のフードコートには大阪
万博を振り返る展示が随所に。各パビリ
オンの制服が並び、床面や柱には当時
のマップや新聞記事。窓際のカウンター
席から見える太陽の塔はこの上ないご
ちそう。
不満点はEXPOCITY全体にエキスポ
ランドの名残が薄いこと。在りし日の写
真や映像の常設展示を施設の一角にで
もいいから設けてほしいな。
（色々あっ
たことは理解のうえで）
あとモノレール万博記念公園駅から
のルートに、雨天時でもバギーや車い
すが安心な屋根を。欲を言えば、近くて

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

営

所 豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル22F

電話は10時-18時受付（日・祝除く）
24時間
毎日受付

お問合せは

遠い吹田スタジアムへの徒歩ルートの
アクセス整備も。やっぱり地下道が良い
と思うんですが無理…？

vol.2

車いすユーザー

AKIRAの

EVENT! 掲載
無料

☎06・6873・2555

aclub@0843.co.jpまで

付。先着順。保育は要申込み●無料【申込】☎
06・6831・4133

緑に囲まれて、みんなで体操！ 6/7（火）、21 ノルディックウォーキング講座…6/21
（火）いずれも9時45分〜10時。千里南公園（津 6/21（火）10時15分〜11時45分。千里南公園
雲台1）にて。雨天中止●中学生以下は除く●申 （津雲台1）にて●先着40名【申込】6/6（月）から
込不要●無料【問合せ】文化スポーツ推進室 文 化 ス ポ ー ツ 推 進 室（ ☎ 0 6：6 3 8 4・2 4 3 1
FAX06・6368・9908）へ
（☎06・6384・2431 FAX06・6368・9908）

転勤族カフェ…6/10

転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報
を提供 6月10日（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●
●申込不要●無料【問合せ】☎06・6831・4133

千里コラボ大学校…6/11

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業／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。

朝日旗の開会式を盛り上げてくれたシュガーラビッツ！

すいた笑顔（スマイル）体操…6/7,21

３階の身障者用︵多目的︶トイレ

エキスポランドの跡地に昨年末オー
プンした大型複合施設EXPOCITYが楽
しい！ 巨大スクリーンを備えた映画館
はもちろんうれしい。さらにガンダム像
かっこいい。シャアザクとつばぜり合い！
「ニフレル」は海遊館プロデュースだけ
あって生き物が身近で笑顔に！ 70年
の大阪万博で提供された各国の料理を
再現した「万博食堂」にもいつか行って
みたいな。僕的には、３階にある身障者
用トイレが気に入った。内装がカラフル
で賑やか！ 無機質で殺風景にしない
作り手の遊び心がうれしい。
「ららぽーとEXPOCITY」の１階には

豊中市新千里東町2-1

ホテル阪急エキスポパーク

５%OFF

EXPOCITY エキスポシティ 吹田市の情報発信プラザ「Inforestすい
吹田市千里万博公園 2-1

注意 千里阪急ホテル
事項 ☎06-6872-2211
（代表）

麻婆料理に限らず飲食代金を

定員250名 ご注文はお早めに

千里中央・千里朝日阪急ビル

⇒都合により提携終了。

︵非商用︶

300

前売

料金

8月24日（水）

提携 赤穂ハイツ
終了 ☎0791-48-8935

10

ネズミのチュー太郎のウナギ退治！
上演日時

！ 提携店変更情報

!!

期間限定～ ７月６日

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

夏 に克つ 自慢 の 品

麻婆

第130回 千里アサコムコンサート

宮古民謡奏者・吉岡久範さんと八重山民謡奏
者・北林直樹さんによる演奏「みゃーくうたやい
まうた 宮古・八重山の島々に生きるうたを求
めて」 6月11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●6月10日（金）までに来館・電話受

さくらんぼ種飛ばし 大阪豊中グランプリ…6/25
大阪国際空港就航都市・山形県東根市の特産
品サクランボ「佐藤錦」を
使用。参加賞あり 6月
25日（土）12時〜15時。
受付は11時30分から。
せんちゅうパル（新千里
東町1-3）にて●定員500
人●当日会場。先着順。
申込 不 要 ● 無 料【 問 合
せ】豊中市空港課☎06・
6858・2096 （写真：昨年度）

No194/2016.5.29 ○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に毎月最終日曜日折込み！

は希望者で、公園内のウォーキングコース
（約１・
１㌔）をおしゃべりしながら一周し、心地良さそう
つむぐくん

（通巻194号）

新聞
朝日

朝日新聞

こころちゃん

６月号

2016年

に汗を流していました。

こて旨

らーめん
いしまんじ

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

健康づくりだけじゃない体操
すいた笑顔（スマイル）体操

in 千里南公園

たくさんあります

豊中市新千里東町 1-5-2

千里セルシー B1F

指導員 松本友美さん

４月19日、吹田市津雲台の千里南公園円形広場に高齢者が集まって、吹田市のオリジナル健康
体操「すいた笑顔（スマイル）体操」
を行いました。市民の健康づくりや介護の予防が目的ですが、
他にも大きな狙いがあることを、主催した市の職員が明かしました。

（ 北大阪急行千里中央駅
南側改札出て左へスグ （
これまですいた笑顔体操は、主に地区公民館や
体育館で行われていましたが、今回から市内の公
園（千里南公園と中之島公園）でも定期的に行う
ことになりました。
その訳を同推進室の松本友美
さんは「より身近な場所で行うことで、これまで外
出がおっくうだった方にも気軽に出てきてもらえ
るので」と話します。
また、「体を動かすだけでな

大きく両手をひ〜ろ〜げ〜♪

く、仲間づくりの場にもしてもらえれば。
そういう意
味でも、心が開放的になる公園は最適。今回は少
なかった男性にもぜひ参加してほしい」と狙いを
明かしました。
千里山地域から電車で来たという和田澄江さ
ん（89）は「いっぺん屋外でもすいた笑顔体操を
やってみたかった。今日は３人で参加したが、み
んな体操で知り合った仲間」。
今後市では、この２つの公園で定期的に続け、

すいた笑顔体操とは、09 年度に市政 70 周年を

す。作詞・作曲は、市内在住で夏の甲子園野球大

記念して、市民が健康で明るく、いきいきと過ごせ

会のエンディングテーマ曲を長年手掛けられた西

ゆくゆくは市内各地の公園などで、市民が自主的

ることを願ってつくられた健康体操です。子どもか

浦達雄さんが担当しました。

に集まって行えるようサポートしていきたいとい

ら高齢者まで無理なく身体を動かせるように、急

この日はツツジの香りに包まれた広場で、主に

激な方向転換もなく関節に負担が少ないといっ

市北部在住の高齢者約 70 人が吹田市都市魅力

た工夫がされています。
また、体調や身体状況に

部 文化スポーツ推進室職員の指導のもと、西浦

合わせ、立っても座ってもでき、リズムも軽快なも

達雄さんの歌声に合わせて、大きく両手を広げた

のからゆったりしたものまで選べるのが特徴で

り背伸びをするなどして体をほぐしました。
その後

うことです。

（岡野）

★６月の実施予定はイベント情報欄（４面）参照。
★YouTubeで「すいた笑顔体操」
と検索すると公式映
像が見られます。

11：00-23：00（日曜-22：00）
定休日なし

☎ 06-6872-1088

この紙面持参のグループに

ラーメン代から

100円OFF!!

・グループ利用可
・他サービス併用不可
・有効期限 2016年6月末日迄

すいた笑顔体操 作詞・作曲
夏の高校野球シンガー

西浦 達雄
インタビュー！

さんに

Q1 テーマソング「笑顔」を作られたきっかけは？
ご近所に、
市役所でお勤めの方がいらして、
その方からのご紹介です。
その方とは音楽
友達だったんです。

Q2 笑顔体操されたことはありますか？

はい。
作曲させてもらってすぐに、
近所の公
民館でたくさんの方とご一緒しました。

Q3 笑顔体操されている方へメッセージを

歌詞は1番から、
朝・昼・夕・夜になっていて、
普段の風景に自分たちの幸せを感じ、
健康
を感じてもらえればと思います。
曲のコンセ
プトは
「入院中の方にも歌ってもらえ、
（元気
な方には）
体操してもらえる」
。
多くの方にこ
の曲になじんでもらえ、
とてもうれしいです。

「笑顔」
はCDアルバム
『はじまりの瞬間…』
に収
録。
ベストアルバム
『君が明日になる 君が夢
になる』
とともにCDショップ等で好評発売中。

栄冠目指し いよいよ終盤戦
第40回朝日旗争奪千里ニュータウン少年野球大会

千里地域を中心に北摂から57チームが参戦して４月24日に開幕した朝日
でっかい写真いっぱい
旗千里NT大会もいよいよ佳境。
深紅の大優勝旗を目指し、
勝ち上がったチー
千里あさひくらぶブログ！
0843.co.jp/blog/
ムが激しくしのぎを削っています。
決勝戦は６月26日の予定です。 撮影／岡野

旭丘サンバーズ

津雲台少年野球クラブ

千里南丘少年野球部

南千里ジャガーズ

府大会優勝おめでとう！山田西リトルウルフ全国へ

片山南少年野球部

千里新田ファイターズ

佐竹台ストロングアロー

第36回大阪府春季少年軟式野球大会に吹田代表として参戦した山田西リトルウルフ
（棚原徹監督）が、５月５
日の決勝で茨木市の玉櫛スラッガーを８―１で下して初優勝、府内約330チームの頂点に立ちました。
その結果、
８月に明治神宮球場で行われる高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメントに初出場します。

少年野球佐井寺クラブ（左）

片山南少年野球部

古江台少年野球部

カルチャー教室の

２回、先取点につながる右中間三塁打の廣田くん

？
？

相続税のお悩み解決！
平成27年の相続税改正で相続税の基

手書きの文字で伝える想い！
己書とは、型にとらわれず自由に絵を

礎控除が減額され、一般家庭にも身近な

◆お申し込みはこちらへ

対して相続税がかかり、
どう評価するの

ある字を描けます。絵のような温もりのあ

かなど、簡単な仕組みを知り、いつ必要に

る書は、挨拶状などにもピッタリです。

0843.co.jp/aclub/

申込締切：６/10（金）18時
案内状お届け：６/14（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。

なるかわからない相続税対策に備えま
しょう！

定

6月21日
（火）
講師

馬場 敦子（ばば

１０：００〜１１：３０

員/

16名

持 ち 物 / 筆記用具、電卓
受講料/

6月25日
（土）

500円（会員外700円）

講師

あつこ）

大阪・神戸の会計事務所の勤務を経て、Ｈ17年税理士登録開業。中小企業の税務・経営相談や現在は主に相続税などの資
産税を担当する。

こうじ）

受講料/
材料費/

500円（会員外700円）
700円（全員共通）

吹田市古江台のdios北千里にて、己書道場を不定期で開催し、精力的に活動している。己書公認上席師範。己書楽書道場
代表。

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。

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

●当日貸出しと販売もあります。

千里あさひくらぶ読者様 PRESENT

抽選で５組（10名）様に進呈！
５組（10名）様に進呈！
特別展
「始皇帝と大兵馬俑」「デトロイト美術館展」
抽選で

「永遠」を守るための軍団、参上。

大西洋を渡ったヨーロッパの名画たち

7/5（火）〜10/2（日）国立国際美術館（大阪・中之島） モネ・ルノワール・ゴッホ・セザンヌ・マティス・ピカソ
7/9（土）〜9/25（日）大阪市立美術館（天王寺公園内）
︽兵馬俑︵右から︶跪射俑／軍吏俑／将軍俑／歩兵
俑／立射俑︾ 秦始皇帝陵博物院蔵
陝西省文
物局・陝西省文物交流中心・秦始皇帝陵博物院

山手町 道広廸子さん

あじさいと競い合ってる傘の花

青山台 辻美寿々さん

佐々木寛太郎さん

カラフルな傘に靴はき梅雨空へ

箕面市

佐々木寛太郎さん

色白の顔が引き立つ青い傘

箕面市

南口正洋さん

青山美和子さん

山田北

合宿に息子送って夫婦旅

山手町

吉岡憲子さん

夫婦旅夫のいびきで寝れやせぬ

高野台

石原裕太郎さん

未熟さが未熟を選ぶ国の果て

青山台

91

◆18歳選挙権

十八才しっかり国を背負ってくれ

●片付けと称して、古物を眺めて過ごす。何か
小物を作ろうかとか、思い出に浸ったり、また
もとに戻してしまったり
（上新田Tさん・69歳）

ヘソクリがばれていやいや夫婦旅

●１日家にいると決めてビデオを見たり、お部
屋の掃除をしたり、衣替えを。新しい傘やレイ
ンシューズを買ってお出掛けも楽しそう♪（新
千里東町Tさん・40歳）

飲みぐすり確かめ合うてフルムーン

●ピザをとって、ビールと一緒に楽しむとテン
ションが上がる
（新千里北町Kさん・45歳）

◆梅雨

(ひらい

上新田
バス停

©

一句 ︑勝てぬ 傘 ︒二 句 ︑梅 雨 を 楽 しむ工 夫 ︒三
句︑片 思いの季 節？四 句︑﹁この日のためだよ﹂
と︒五 句︑互いに﹁ア〜ン﹂︒六 句︑妻も出 世︒七
句︑
この時くらい♥八句︑夫源病︒九句︑若さの
未熟はまだ可愛い︒十句︑御年 からの提言︒

●かわいい水玉の傘にかわいいレインコート
＆長ぐつで外出。いつもはGパンでダァ〜ッと
急いで出勤だけど、歩いて出勤するといつも
と時間の流れが違う
（春日Tさん・44歳）

桃山台 りゅうこさん

●雨の日のジョギングは楽しい。少々濡れても
かまわないヨ!!（山手町Mさん・71歳）

畑村小枝さん

●雨で汚れがゆるんだ窓を好きなアロマオイ
ルを入れた水で拭き上げ。香りの刺激で気分
も上がる
（古江台Nさん・48歳）

新千里北町

●雨水で流れが普段よりすこし速くなる川を
眺める
（千里山西Aさん・44歳）

気がつけば夫したがえ歩く妻

雨の日が好きになる工夫・場所

◆夫婦旅

平井 浩二

１０：００〜１１：３０

定 員 / 16名
持 ち 物 / 薄墨の筆ペン1本
（お持ちの方）

バス停

ＷＥＢ 「千里あさひくらぶ」
で検索

によく合い、初めての方でもすぐに味の

桃山台駅

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

描くように文字を描く書です。絵手紙など

問題となりました。まずは、
どんなものに

N

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

新御堂筋

6872-0031

教室開催場所

己書（おのれしょ）道場

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）
お電話 （06）

５回、左前打の鞍本くん。その後８点目の生還

至千里中央

よくわかる相続税Q&A

５回、中越えランニング本塁打を放って喜ぶ寺尾くん

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
◆うなぎ ◆あなご ◆高校野球予選

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：6/10
（金）
必着

EORAハンドパックケアは「保
湿」に「肌再生」をプラスし、潤い
と弾力を与え、ツヤとハリ感のあ
る若々しい美肌づくりをサポー
ト！ また、
ガサガサかかとの古く
なった角質をマシンで除去。仕
上げは、保湿クリームでしっとり
すべすべ女子力UP！
！

フィンセント・ファン・ゴッホ ≪自画像≫
1887年 City of Detroit Purchase

ピエール・オーギュスト・ルノワール ≪座る浴女≫
1903-1906 年 Bequest of Robert H. Tannahill

EORA（サロン専売商品使用）

ハンドパックケア無料 20名に
・有効期限なし。

フットマシン角質除去無料 20名に
・有効期限なし。

ネイルズトゥゴー

nails to Go 千里セルシー店

豊中市新千里東町1-5-2
千里セルシー3Fビューティーラボ
【受付時間】平日・土曜10：00-19：00
（日祝10：00-18：00）

☎06・6836・4048

①希望賞品②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥あなたの「夏祭りの思い出」を明記。6/13（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『6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。

