ベーカリーカフェ 花菜 阪急山田店

新しく提携
しました！

朝日おこさまにんぎょうげき 劇団みのむし糸あやつり人形芝居

「今夜はうな丼!」
ネズミのチュー太郎のウナギ退治！

吹田市山田東4-12-14
ハイツ上野101
提携店

＜手作りの石窯と薪火で焼く、風味豊かな天然酵母パン＞
花菜さんの石窯は、火で焼くのではなく、焼い
た薪の炭や灰で炉内を作ります。遠赤外線の効果
で一気に焼き上げるため、表面はカリッと香ばし
く、内側は水分をギュッと閉じ込めて、
どっしり、も
ちもちした食感のパンが生まれます。
またパンだけでなく、クッキーやパウンドケー
キなどの焼き菓子、スモークチキンなどの肉料
理、焼き野菜、余熱を活かして一晩寝かせた石釜
スープ、コーヒー豆の自家焙煎など、あらゆる料
理に活用し、素材の風味を引き出されています。

提携 炭火焼肉 但馬屋 千里
内容 ☎06-6833-1129
変更 豊中市上新田3-10-17

千里あさひくらぶ会員証ご持参でいつでも

千里中央・千里朝日阪急ビル

残席わずか・大好評発売チュー！

ミニパン1個プレゼント

主催：朝日新聞千里販売㈱/千里あさひくらぶ

10：00〜18：00

6872・0031 aclub@0843.co.jp

●毎年入場券は売り切れますのでお早めに。●前売券完売の場合当日券の販売はありません。

公開/2006年アメリカ合衆国 監督/ショーン・レヴィ

夜間に流れる外界の空気には、満足
感や疲労感に後悔とかその日にあった
出来事を振り返る気配に満ちていて、
明日への希望と不安も背中合わせに
あって、どことなく地に足が付かない
感じでフワフワする。暗闇への怖さも
合わさってドキドキ。同時にワクワク。
はーい！僕はラリー。博物館を守る
夜警だよ。あれれ ?? あそこに展示して
あった恐竜の骨格標本どこいった？ な
んだこの地響きは！ちょ、まじかよ、骨
が動いてるー !?
エジプトから運ばれてきた石板の影
響で夜になると展示物が次々と動き出

祝日の場合は
振替休日

休

火曜日

営

10：00-18：00（ランチ営業11：00-14：00）

☎

06-6876-7779 Ｐ ３台有

み ん ぱく（国 立
民 族 学 博 物 館）
の展示物たちが
集って自由 気ま
まに遊んで いる
…ってな奇想天
外を想像できる
方には特にご鑑
賞 をオススメし
「ナイト ミュージアム［DVD］」
（写真はwww.amazon.co.jp
ます。
より転載）
車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.33

AKIRA（豊中市民）車椅子の映画感想家

EVENT! 掲載
無料

︵非商用︶

ナイトミュージアム

す！それを収拾する夜警さんの奮闘を
描いた映画が『ナイトミュージアム』。
骨格、マネキン、剥製、石像などな
ど博物館の展示品がことごとく動くなん
てことが実際にあったら怖いけど、そこ
は映画。ロマンと娯楽精神をいっぱい
詰め込んでめっちゃ楽しい仕上がり！
各地の文明の展示を通して世界史の
勉強にもなるし、何よりも文化の違い
を受け入れて友愛へと発展していく展
開がピースフルで好き！石板の謎は放
置して、いっそのこと開館時間を夜間
のみにしたら連日大盛況になりそう。
人間が寝静まった深夜、万博公園で
は夜祭りが繰り広げられている。ずしー
ん、のっしのっしと歩き回る太陽の塔。

新千里東町1-3 せんちゅう
パル４Ｆ
（変更後）特典の適用は、会員
証お持ちの方本人に限る。

（日によって内容は異なります）

でんわ
（06）

（変更後）
月〜金曜 5%ＯＦＦ
来店当日に誕生日の方が千
里あさひくらぶ会員様であれ
ば、曜日に限らずグループ全
員に5%OFF（要証明書）

特典 SOLVIVA&TAJIMAYA
注意 （ソルビバ＆但馬屋）
事項
☎06-6831-1028
変更

ランチお食事のお客様に

※大人・子ども同額 ※１歳未満無料 ※一般の方も購入可

☎06-6155-1010
豊中市新千里東町1-1-1
ピーコックストアB1F
6月30日をもって経営者変更の
ため提携終了。

箕面市稲5-14-3-2-F
都合により提携終了。

（12：45開場・14：00終演）

A&Hホール 前売300 円 /当日500円

提携 フレッシュネスバーガー
終了 ピーコックストア千里中央店

提携 Fortune(フォーチュン）
終了 ☎06-6448-5550

夏のスパイシーカレーセットドリンク付き
（コーヒーまたは紅茶）
有機野菜使用。付いているパンは日替わり…1,650円（税込）

8月24日（水）13：00開演

！ 提携店変更・確認情報

aclub@0843.co.jpまで 千里ニュータウンミニ写真展…7/29〜8/1

第22回北千里音楽祭…7/10

ジャズとクラシック夢の競演！ 7月10日（日）14
時開演（13時30分開場）。北千里地区公民館2
階（古江台4-２-D7）にて●申込不要●無料【問
合】☎06・6834・2921

夏をテーマに写真家の産木民彦（うぶきたみひ
こ）
さんが撮影した作品 7/29（金）〜8/1（月）10
時〜18時。1日は13時まで。吹田市立千里図書
館（津雲台1-2-1）にて
【問合】☎06・6834・0132

講演「千里ニュータウン今昔物語」…7/31

「アケボノゾウからエキスポシティまで」をテーマ
に吹田市立博物館館長が話す 7/31（日）14時〜
イメージ
16時。千里市民センター多目的ルーム（津雲台
1-2-1）にて●先着60人【申込】7/1（金）から直接
転勤族カフェ…7/15
転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報 か電話で同館へ【問合】☎06・6834・0132
を提供 7月15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●
コラボおもしろ実験教室…8/4
申込不要●無料【問合】☎06・6831・4133
コラボサポーター・赤井直さんと一緒に「ビタミン
名人と作ろう夢の紙ヒコーキ…7/30 についていろんなもので確かめよう」をテーマに、
7月30日（土）10時〜11時45分。千里市民セン 家庭にあるものを使った化学実験 8月4日（木）
ター多目的ルーム（津雲台1-2-1）にて●小学生 10時〜11時30分。13時30分〜15時。千里文化
（新千里東町1-2-2）にて●小
〜18歳（小学3年生以下は保護者同伴）●先着 センター「コラボ」
50人【申込】7/1（金）から直接か電話で吹田市 学3〜6年生対象、各20人●7月19日（火）10時
から電話受付。先着順【問合】☎06・6831・4133
立千里図書館へ【問合】☎06・6834・0132

No195/2016.6.26 ○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
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咲かせよう花 つなげよう学校・地域
開花後のイメージ

教頭の井辺一恵先生は「児童たちが自然を大

大阪府の支援のもと学校内で児童が育てた花を、

切にする心を持ち、地域の方とつながるきっかけ

学校だけでなく道路や駅前ロータリーなどの公共

にしてほしい」
と願いました。

空間に植えることで、地域との結束力を高めると

今後はクラス毎で水をやり、６月の終わりから

ともに緑豊かなまちづくりがはじまることを目指

７月にかけて色とりどりの花がいっぱい咲く予定

す事業です。
この日は、地域からＮＰＯ法人すい

です。
また夏休み中は、プールに参加する児童が

た体験活動クラブ（稲山三郎代表）の協力も得て

世話をすることになっています。

●ヤマト運輸

モノレール

バス停三ツ辻●

阪急

『みんなで育てる花いっぱいプロジェクト』は、

ふだん使いから記念日まで
コース料理のイタリアレストラン
山田駅

千里第一小で『みんなで育てる花いっぱいプロジェクト』はじまる

土はやさしくふんわりポットに入れる︒

吹田市立千里第一小学校が、花の苗を介して子どもたちと地域の人々との交
流を図るとともに都市緑化を推進する大阪府の取組に参加し、６月７日、校内
の中庭で、３年生３クラスの約120人が、園芸用ポットに花の種をまきました。

泥ダンゴを手にはしゃぐ児童たち︒

月刊

千里地域の朝日新聞に毎月最終日曜日折込み！

自慢の自家製生ハム

ＪＡ●

●コープミニ

P

万博記念公園

店舗裏2台

梶川モータープール
P
（14,17,18）
イカリスーパー● 左奥3台

（06）
トラットリア イル フィオレット tel：
6875-6877
◆定 休 日 毎週月曜日 第１・第３日曜日
12：00〜13：30（15：00閉店）
◆営業時間 ランチ
ディナー 18：00〜21：00（22：30閉店）

（岡野）

作業が行われました。
まず、大阪府茨木土木事務所の職員が、取組の
目的と作業工程を説明。児童たちからは「土にど
のくらい水をかけるの？」「ポットに名前を書いて
その後、約 10 人ずつのグループに分かれて作
業を開始。土に肥料と水をよく混ぜ、それをポット
㍉の穴をあけ、マリーゴールドとジニアの種をま
き、優しく土を被せ肥料を置くと完成です。ポット
は約 720 個でき、校舎のそばに整列させて水をや
りこの日の作業を終えました。
花が大好きという２組の横山元貴くんは「種の
まき方を覚えたから家ではヒマワリを咲かせた
い」
と、泥だらけの手を見つめながら話しました。

土に肥料を混ぜる方法を学ぶようす︒

にふんわりと入れてならしました。
そして、深さ５

花の種をまいたポットに肥料を１粒置いて完成︒

いいの？」など熱心な質問がありました。

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 和博・難波 倫子

ＡＳＡ店長にズバッと質問！ プールサイドで「乾杯」
！
朝日新聞販売所

千里阪急ホテル プールサイドビアガーデン2016

千里たけみ小２年生が「まちたんけん」

５月31日、ＡＳＡ千里桃山台に、千里たけみ小学校の２年生６
人が、近隣のお店や施設を巡ってまちをより身近に感じ、生活の場
を広げることが目的の「まちたんけん」にやって来ました。

千里あさひくらぶスタッフが、席数北摂最
大級の「千里阪急ホテル プールサイドビア
ガーデン」にお 邪 魔しました。新しいメ
ニューを思う存分味わい、毎年大人気のイ
ベントにも参加しました。

ＡＳＡ千里桃山台は、朝日新聞や朝日小学生
新聞などを配達するお店です。児童たちはまず、
雨の日に新聞紙が濡れないようビニールで包む
機械の操作を体験しました。

新聞をビニールで包む機械を上手に操作できた︒

その後は三木店長へ質問タイム。「何軒くらい

煌びやかにライトアップされたプールサイドでビールと

配達するの」「朝の何時に配り終えるの」「お仕

料理が時間内無制限で心ゆくまで味わえます。マルシェ風

事をしていて楽しいことは？」などと質問し、そ

屋台では、シェフが目の前で腕をふるうローストビーフや

の回答を逃さないよう一生懸命メモをとっていま

サムギョプサルが大人気！ 料理は、３シーズンに分けて

した。店長は仕事の楽しさを「記者がしっかり調

一部メニューが入れ替わり、何度訪れても楽しめます。
ビールはモルツ・一番搾りに今年はスーパードライも！

べた新しい情報を地域のみなさんに毎日届けら

ビールが湧き上がる「トルネード・ディスペンサー」は必

れること」と答えていました。

見です。カクテルやハイボール・ソフトドリンクも充実し、

２組担任の岡田卓也先生は「初めての経験に

アルコールが苦手な方でも満足できます。

緊張していたようだが、知りたいことをきっちり

そして、なんといってもこちらのビアガーデンのイチオ

質問できていた」と評価していました。

シは、曜日限定で開催されるステージパフォーマンス。毎

児童たちは今回の学習をまとめて、７月の授

週水曜日は大人気「サンバ Night」。毎週木曜日は今年新

（岡野）

最後に集合写真︒緊張がほぐれて笑顔に
︵三木店長は後列右︶
︒

業参観で発表する予定です。

登場の音楽ライブやお笑いなどを週替わりで楽しめます。
都会の喧騒を忘れてリゾート気分が味わえるプールサイ
ドビアガーデンは、この夏の超オススメです。

開催
期間

（岡野）

2016年６月１日
（水）
（金）
〜９月３０日

平日 17：30〜21：00 土 17：00〜21：00 日 17：00〜20：30

※ラストオーダー各30分前 ※プール期間中［7/16〜8/31］は17：30より営業

ご予約 ■10：00〜18：00までは（直通）
問合せ（06）

■18：00以降当日空席案内は
（代表）

6871-2416（06）6872-2211

カルチャー教室の

ミネラルを多く含む天然塩に精油や

はじめての方でも安心してご参加いた
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

自作し、お持ち帰りいただけます。また、

す。
ヨガのポーズや呼吸法で気持ち良く

冷房による冷え対策や、適切な手浴足浴

心身のバランスを整えて、カラダの奥か

の方法なども学べます。

らキレイにしていきましょう。
充実の３連続講座！

0843.co.jp/aclub/

申込締切：7/4（月）18時

7月12日
（火）

案内状お届け：7/6（水）
・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。

講師

天見 佳子（あまみ

１４：００〜１５：３０
よしこ）

定

員/

受講料/
材料費/

7月8日（金）15日（金）22日（金）

12名
500円（会員外700円）
500円

１４：００〜１５：３０
講師

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。

(なかむら

まきこ）

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）

朝日千里

畑村小枝さん

「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。

●３回分の受講料。途中欠席返金不可。

山手町
道広廸子さん

焼きあなごうなぎに負けじと高値つき

〒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）

それぞれ抽選で５組（計20名）様に進呈！

ボストン美術館所蔵

俺たちの国芳 わたしの国貞

6/18（土）〜8/28（日）神戸市立博物館（神戸・中央区）

スター・ウォーズ展
未来へつづく、創造のビジョン。
7/16（土）〜8/30（火）
あべのハルカス美術館（あべのハルカス16F）

10

次号のお題

21

◆怪談 ◆夕立ち ◆オリンピック（五輪）

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：7/13
（水）
必着

竹見台
マーケット
至南千里

11

歌川国貞「蛍狩当風俗」 三代目澤村田之助
歌川国芳「国芳もやう正札附現金男 野晒悟
万延元(1860)年
助」弘化2(1845)年頃
Museum of Fine Arts,Boston. William
Museum of Fine Arts,Boston. William
Sturgis Bigelow Collection, 11.4214sb
Sturgis Bigelow Collection, 11.28900
Photographs © Museum of Fine Arts, Boston

投稿先

TSUTAYA

①希望賞品②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥あなたの﹁熱暑に屋内で快適に過ごすワザ﹂を明記して７月
日︵ 月 ︶必 着 ︒当 選 発 表 は 発 送 で ︒
︻ ハ ガ キ ︼〒 ５ ６ ０ ０- ０ ８ ５ 豊 中 市 上 新 田 ３ - -︻ メ ー ル ︼
︻ファックス︼︵０６︶６８７２・００３４﹃７月号プレゼント係﹄まで︒ 個人情報は賞品お届けの他︑商品
aclub@0843.co.jp
案内等に利用する場合あり︒

新千里北町

辻美寿々さん

青山美和子さん

青山台

汗・涙若い球児を夏招く

高三で人生最後の戦いに

山手町

桃山台 りゅうこさん

まだ行ける行けると女子のマネージャー

負けるが勝ち︒四句︑我慢した分尚旨い︒五句︑

一句︑たれが勝負︒二句︑
この句で読者も︒三句︑

一粒で何 度でも︒六 句︑ひょんな再 会︒七 句︑あ

◆高校野球予選

身は子らにたれでおかわり三杯目

石原裕太郎さん

高野台 吉岡憲子さん

青山台

﹁柳川﹂
に涎を垂らすせいろ蒸し

つま

青山台 辻美寿々さん

佐々木寛太郎さん

うなぎやの匂いに勝てぬ腹のむし

◆うなぎ

ココ
２階

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

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。

亡夫嫌う鰻もそっと解禁に

箕面市

●田舎の天神様の出店の中の見世物小
●射的をしていると、年下の従妹がそこ 屋や御化け小屋。あの恐ろしさに出会っ
らへんに落ちている弾を拾って持って来 ていたから人間の恐ろしさに呑み込ま
てくれるのでそのまま楽しんでいると、 れず生きてこられたのかしら・・・と思う
テキヤのおばさんが「拾った弾を撃って この頃（新千里西町Yさん・73歳）

大人の境目で︒十句︑そんな瞳に乗せられて︒

●子どもが小さい頃、夏祭りでおでんの
担当になり、朝からちくわ、大根、卵、
ごぼ
天などおでんの材料を炊いていたのが
懐かしい（山田西Fさん・66歳）

なご派のプライド︒八句︑青春！九句︑子どもと

●小学低学年の頃、浴衣にヘコ帯を締
めて祭りへ。やぐらの上で近所のおじさ
んが民謡を歌って、その前で「福知山音
頭」を踊ったのが懐かしい。終わって、薄
暗い田舎の夜道。余韻が闇に吸い込ま
れていった（佐井寺Fさん・63歳）

●小学生の頃、夏祭りと言えば「花火大
会」。楽しみは、めったに食べないような
屋台の食べ物やお菓子を親が買ってく
れたこと。蚊に刺されながら見る夜空の
花火は痒くてしんどかったが、今では楽
しい思い出（上山田Oさん・50歳）

佐々木寛太郎さん

●子どもの頃、毎年田舎に遊びに行き連
れて行ってもらった熊本県八代市の花
火大会。一緒に行っていた従妹や叔母
達が震災を乗り越えようと頑張っている
（千里山西Aさん・44歳）

箕面市

● 約 5 0 年 前？の 天 神 祭 が 主 人との 初 るでしょ！撃たないでね！」と凄味のか
かった声で言われた。震え上がった（千
デート
（新千里東町Oさん・78歳）
里山西Nさん・46歳）
●毎年家族の中で私だけイカ焼きでお
腹をこわすので笑われていた・・・。でも ●海岸近くの神社でサザエの壺焼きを
毎年食べていた。わかっているのにおい よく食べた。でも中味は別の貝だった
なぁ
（藤白台Sさん・52歳）
しかった〜（新千里東町Sさん・41歳）

口の端に一粒残るウナギの香

「夏祭りの思い出」

スーパーで故郷懐し穴子めし

◆あなご

中村 真紀子

バス停

ＷＥＢ 「千里あさひくらぶ」
で検索

上新田
バス停
デイリー
カナート

桃山台駅

だける日常生活に役立つヨガです。自分

効果のある薫り高い浴剤「バスソルト」を

N

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

新御堂筋

ハーブをブレンドして、美肌とリラックス

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

教室開催場所

カラダとココロの健康が一番！

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）

6872-0031

※2016年9月30日まで ※１グループ10名様まで

リフレッシュ！ヨガ

バスソルトハーブの力で健康維持！

お電話 （06）

3,700円に！
通常4,200円（大人１名様）が
「千里あさひくらぶで見た」
とご予約で

至千里中央

アロマテラピー講座

千里あさひくらぶ読者様ご優待価格

ⓒ & TM Lucasﬁlm Ltd.

