快笑︵７・ 島本一中戦︶
調子君のヒットで水本主将が逆転サヨナラの生還！
︵７・ 摂津二中戦︶

﹁人生初﹂三塁ベース上のガッツポーズ！ 矢部君︵７・ 東雲中戦︶

吹田一中 快進撃
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中学生軟式野球
第 回大阪夏季大会

!!

56

21

「この紙面持参で」今だけ！16年8月31日迄

AKIRAの

vol.3

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。

提携店

会員証ご持参でいつでも

ミックスサンドセット（880円）ご注文の方に

ドリンク類全品

ミニデザートサービス 10%OFF!

※いずれも、会員証お持ちの方本人お一人様に限る。他サービスとの併用は不可。

休

月曜日 ☎ 06-6878-8415 営 8：00-17：00

新しく提携
しました！

肩こり専門整体 千里山 楽 RAKU 千里山第一噴水すぐ

吹田市千里山西4-9-20
提携店

脊椎矯正師、カイロプロクターの資格を持つ院長
が、肩こりからくる頭痛、めまい、眼精疲労など様々な
症状を根本改善します。“肩こり”でお悩みの方はぜひ！
「この紙面をご持参の方に」今だけ！16年8月31日迄

2,500円

初検料1,000円+施術料4,000円→半額の

千里あさひくらぶ会員証ご持参でいつでも

1,000円引き！

次回予約で
さらに

500円引き！

休

月曜日午後、水曜日、土曜日 ☎ 06-6380-4976

営

9：00-14：00、16：00-21：00

り口が自動ドアじゃないから、入り口が
開放されている地下階からがベンリ。
端から端まで距離があって起伏もあ
る千里中央は、山あり谷あり高低差を擁
する千里ニュータウンの縮図のような
場所。まちびらき50年を経て、耐震補強
工事も始まることだし、できるだけフ
ラットにならしてほしいな。ヤマダ電機
も入るLABI千里のスロープは…（続く！）
車いすユーザー

吹田市山田東2-25-51

☆要予約

︵非商用︶

豊中市新千里東町

写真撮りたかっ
たわぁ！ その建物「よみうり文化セン
ター」は現在建て替え中。趣のある赤煉
瓦の建物が壊されてしまって悲しい…。
今はもう無いせんちゅうパル２階の
「勝村人形」と３階のおもちゃ屋「いせ
や」の店頭に、人気アニメのカプセル玩
具「ガチャガチャ」が置かれていて新商
品が出るたびに回してた。
ここから車いすユーザー視点。
「和楽
路屋（わらじや）」のたこ焼きは、店内は
狭小でやや窮屈だが、昔も今も変わら
ぬ美味しさ！ セルシー２階のパン屋
「HOKUO cafe」もお気に入り。でも入り
口が階段で…。
ヒント。千里阪急は地上階（1,2階）入

自家焙煎 珈琲工房 ニシオカ 山田市民体育館すぐ

40年以上珈琲に携わってきたオーナーが、世界のス
ペシャルティーコーヒーをその時期の一番良い状態で
作り置きせず毎日焙煎している。後味スッキリの香り高
いコーヒーをはじめ、ボリュームたっぷりのミックスサ
ンドや日替わり手作りシフォンケーキも大好評だ。

18

僕のホームタウン
「せんちゅう」が舞台挨拶にキター！
「千里中央」略して「せんちゅう」は僕
のホームタウン！ 思い出いっぱい！
児童書コーナーへの階段が螺旋（ら
せん）になってた頃の千里図書館が好
き。図書館前の広場には立体交差鏡み
たいなオブジェがあった。
セルシーの地下、現在パチンコ屋が
入ってる所はほんの一時期レンタルビ
デオ屋だった。セルシーシアターの閉館
は残念。貴重なフィルム上映、いつまで
も残ってほしかった。
04年、よみうり文化ホールの試写会
に当選。実写版『キューティーハニー』。
なんと佐藤江梨子さんと庵野秀明監督

新しく提携
しました！

藤白台5-20-1）にて●市内在住の18歳以上対
象。20人（多数抽選）●はがきかFAXに催し名、
住所、電話番号、参加者全員の名前（ふりがな）
夏休み子ども劇場…8/23
豊中紙芝居の会による
「砂かけババア」、影絵劇 と年齢を記入し、わくわくの郷へ。9/7（水）必着
トロルによる
「エルマーの冒険」ほか 8/23（火） ●800円【問合】☎06・6872・0713FAX06・
1 0：3 0 〜 1 1：4 0 。千 里 公 民 館（ 新 千 里 東 町 6871・7747 ※FAXでも申込み可。
1-2-2）にて●幼児〜小学3年生の子どもと保護
注 目 eNカレッジすいた「ソーシャルな生
者対象。50人●8/2（火）10時から電話受付。先
き方について考える学び舎」…9/24〜11/12
着順●無料【申込】☎06・6833・8090
「何か活動したい」
「人とつながりたい」
「地域や
わくわくファミリーキャンプ…9/17〜18 社会の役に立ちたい」。これからの生き方につい
野外クッキング、キャンプファイアなどキャンプの
て考える市民の学び舎。
（全6回）9/24〜11/12午
魅力いっぱい！ 9/17（土）〜18（日）。わくわくの
後。ラコルタ（吹田市津雲台1-2-1-6F）にて●先
郷（吹田市藤白台5-20-1）にて●市内在住の家
着30名【申込】☎06・6155・3167
族か8人以内のグループ対象。10組（多数抽選）
●往復はがきに催し名、住所、電話番号、参加 【参加者募集】
千里キャンドルロード
者全員の名前（ふりがな）
と年齢を記入し、わく 11/5（土）に千里南公園で9万個のキャンドルを
わくの郷へ。8/26（金）必着●2,800円（小学生以 点灯。イベントの一部デザインを行う個人・グ
ループを募集。 9/25（日）13：00〜15：00にラ
下2,400円）
【問合】☎06・6872・0713
コルタ
（吹田市津雲台1-2-1-6F）で行うワーク
おとなアウトドア教室 秋…9/24
家族で楽しむアウトドア
（キャンプ）のコツ伝授。 ショップに参加を●9/21（水）までに電話で計
9/24（土）10：00〜15：00。わくわくの郷（吹田市 画調整室へ【申込】☎06・6318・6369

EVENT! 掲載
無料

aclub@0843.co.jpまで
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千里地域の朝日新聞に毎月最終日曜日折込み！
提携店
新聞
朝日

（通巻196号）

つむぐくん

朝日新聞

こころちゃん

８月号

2016年

土の中から大空へ―命がけの大変身

吹田市古江台の北千里公民館とはぎのき公園で24日、セミの羽化観察会が、講師に
元中学校理科教諭の高畠耕一郎さんを招いて行われました。市内北部の園児、小学生
とその保護者が公民館でセミの生態などを学び、公園で羽化を観察しました。

北千里公民館と古江台はぎのき公園でセミの羽化観察会
子どもたちが身近な自然の大切さや生き物の

間がかかります。
この間に、カラスなどに食べられ

尊さを学べる機会に、
と北千里公民館が毎年行っ

てしまうこともあるそうです。
この日の観察会は午

ているイベントで、今年の参加は去年の5倍近くの

後９時に終了しました。

約100人でした。
観察会に先立って公民館で行われた「学習会」

わが子２人と近所の子ども１人を連れて参加
した山本幸樹さんは「身近な自然が減ってきてい

では、
スライドを観ながら、オスとメスの見分け方

るので、少しでもこういった本物の体験をしてほし

やセミが鳴く仕組みなどを学びました。北山田小

い」
と話しました。

学校６年生の田端碧くん（11）は「セミにとって蚊

講師の高畠さんは「子どもたちには、店で売っ

取り線香は毒ですか？」
とユニークな質問をしまし

ているものではなく、身近な自然や生き物に注目

た。
でも
「かわいそうだから実験しない」そうです。

し、好きになってほしい。生き物を捕ったりして、
も

日が完全に暮れた後、はぎのき公園に集合し

し殺してしまっても『かわいそうだな』
という感情

「観察会」が行われました。懐中電灯で園内の樹木

が育てば悪いことではない。今回をきっかけに今

を照らすと、あちこちで土の中から幼虫が登ってく
る様子が観られ、
しばらくすると幹や枝などにしが
みついて動かなくなりました。
子どもたちが触りたい気持ちを抑えながら観察

新しく提携しました！

源気温泉

万博おゆば
【泉質】
ナトリウム塩化物温泉（中性低張性低温泉）
【効能】神経痛・関節痛・筋肉痛・慢性消化器病・痔
疾・切り傷・火傷・慢性皮膚病・慢性婦人病等

千里あさひくらぶ会員証を持参で何度でも！

1,000円に！

50分
大人（中学生以上）
岩盤浴（700円）
＋ 入浴（平日750円・土日祝800円）

※岩盤浴・入浴のセット利用が条件 ※１グループ３名様まで
※重複割引不可 ※この
「紙面」
は使えません。

吹田市千里万博公園11-11【営業時間】10：00〜翌1：00
http://oyuba.com/banpaku/ ☎06-6816-2600
３時間無料大型駐車場あり。山田駅から徒歩10分

後もさらに学習を深めて」
と願いました。 （岡野）
恥ずかしくて、高畠先生（右）に質問できな
かった。
どんなことを聴きたかった？

していると、突然幼虫の背中がパックリ割れ、中か
ら薄緑色の成虫がゆっくりと体を起こしました。
「きれいー」
「かわいー」
と歓声が上がりました。
それからゆっくりと1時間以上かけて体全体が
脱皮し、さらに30分程かけて翅（はね）を伸ばし、
少しずつセミらしい姿になりました。でも、飛んだ
り鳴いたりするために体を乾かすにはまだまだ時

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

天声人語で始める元気な1日 声を出し笑顔で頑張ります！
全国初出場の山田西リトルウルフが吹田市表敬

書き写し続けて４年以上 100冊目指す谷村幸子さん

新千里北町に住む谷村幸子さん（86）の1日は、朝ベッドで天声人語を「書き写しノート
（以下、
ノート）」に写すことから始まります。12年3月から始め、現在ノートは53冊になりました。
谷村さんが書き写しを始めたきっかけは、新

があるので晴れ姿を見たいし、元気のために書

聞にノートの広告が載っていたから。もともと、

き写しも続けたい」
と、目の手術を決心したそう

読者の声欄や俳句コーナーに投書するなど、文

です。

字を書くことが好きだったのですぐに興味が湧
きました。

大阪府代表として、８月に東京都で行われる
「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」出場を決めた少年軟式野球チーム山田西リトルウルフ（棚原徹監督）の６年
生34人と指導者、保護者らが７月５日、吹田市を表敬訪問しました。

娘の上田二美子さんは「90歳でちょうど100冊
に。
これを目標に続けてくれたら」。そんな願い

当初「三日坊主にならないか心配」でしたが、
続けられている理由を「書き写す、新聞を切る・

を込め昨年のクリスマスには、１年分（12冊）の
ノートをプレゼントしたそうです。

記念すべき第１回目の書き写し

ろに日常のことを書いておくと、世間の出来事と
あわせて振り返られて楽しいから」
と言います。
また「デイサービスでは、お友達やスタッフとの
話の種に」なっています。
「最近、視力が悪くなり新聞が読みにくくなっ
た」
という谷村さんですが、
「秋には孫の結婚式

府春季少年軟式野球大会で優勝し全国大会出

入っていましたか？」
と質問があり、市長が「チー

場を決めました。チーム創部45年で初めての快

ムには入っていなかったが、毎日のように公園

挙です。

で野球をしていた。中高生時代は草野球でアン
ダースローの投手、野球部には市役所に勤めて

敬訪問で棚原監督が「大阪府を勝ち抜いた力で

から入りました」
と答えました。そして、市長自身

全国にウルフの名を響かせたいです」
と話すと、

が過去に獲得した銅メダルを披露すると、選手

後藤圭二市長は府大会優勝を称えた後、
「皆さ

たちは自分たちと同じように野球を愛する市長

んは地域の廃品回収などで野球だけでなく人間

の姿に親近感を持ったようすでした。

性も磨かれている。もし、野球でレギュラーにな

全国大会は８月７〜13日、明治神宮野球場な

れなくても、人生のどこかで必ずレギュラーにな

どで開催され、全国約12,000チームから勝ち上

れると信じてください。大会では、体調を整え怪

がった51チームで日本一を争います。

我のないよう悔いの残らないよう、支えてくれる

主将の辻天成君は「目標は全国優勝。初めての

方への感謝の気持ちで頑張ってください」と

球場は緊張すると思うが、声を出して笑顔で頑

エールを贈りました。

張ります」
と強く誓っていました。

手作り写真フレーム＆カメラ講座
オリジナルの台紙やステッカーでクラ
フトし、手作りの写真フレームを作りま

話を交えながら丁寧に教えます。ぜひ親

す。プレゼントにも最適です。また、大人

◆お申し込みはこちらへ

子で、お友達どうしでご参加ください。原

気のスマカフェ講座も同時開催！ スマホ

則子どもか親子対象の講座です。

をお持ちの方は、写真データをその場で

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

0843.co.jp/aclub/

申込締切：8/8（月）18時
案内状お届け：8/10（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。

子どもだけのご参加は、会場への交通にご注意
ください。 ※焼き上がりは9月後半の予定です。

８月12日
（金）
講師

和田 隆（わだ

たかし）

１０：００〜１２：００

印刷し、
プレゼントいたします。

※作品例

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/

●お子さんと一緒のご参加大歓迎です。
（託児施設は
ありませんが、
フロアマットをご用意しています）

８月27日
（土）

1,500円（全員共通）

●受講料、材料費は作陶される人数分必要
（見守りは無料）

講師

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。

めぐみ）

※イメージ

定 員 / 20名
持 ち 物 / 筆記用具・はさみ・テープの
り※100円ショップで購入
可・思い出の写真枚1枚（カ
ットできる写真）
受 講 料 / 500円（会員外700円）
材 料 費 / 500円

スクラップブッキング店頭サンプルデザイナー、出張セミナーや関西テレビでも講師として活躍。
スクラップブッキング協会
認定講師、
ラッピング協会認定ラッピングコーディネーター。

朝日千里

青山台 辻美寿々さん

服部 健さん

「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。

山手町
青山美和子さん

夕立もアプリが教えるこのご時世

桃山台 りゅうこさん

コンビニへおヘソ押さえて駆け込んだ

◆夕立

投稿先

デイリー
カナート

ココ
２階

ペアチケットを抽選で５組（計10名）様に！

日伊国交樹立150周年特別展
アカデミア美術館所蔵

ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち
2016年10/22（土）〜2017年1/15（日）
国立国際美術館（大阪・中之島）

ヴェネツィアの美術アカデミーが所有して
いた作品をもとに1817年に開館した、アカ
デミア美術館の優れた作品群を紹介しま
す。ジョヴァンニ・ベッリーニからカルパッ
チョ、ティツィアーノ、ティントレット、ヴェロ
ネーゼまで、名だたる巨匠たちの傑作が一
堂に会します。
この紙面はサービス券
ではありません

「自家焙煎珈琲工房 ニシオカ」さん提供

コーヒーゼリー １食分サービス券
（450円）

10
21

◆運動会 ◆食欲 ◆ポケモンGO
締切：8/15
（月）
必着

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

次号のお題
（お題を明記。自作の未発表に限る）

TSUTAYA

15

抽選で10名様に！
〒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）

上新田
バス停

①希望賞品②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥あなたの﹁ちょっと早いけど流行語大賞予想﹂を明記して８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﹃８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︒

◆怪談

語り部の名前聞くさえぞっとする

新千里南町

畑村小枝さん

道広廸子さん

この星の四年に一度の運動会

新千里北町

山手町

リオ五輪無事に帰れと先ず祈り

一句︑近所に一人は︒二句︑
皿屋敷 対 四谷怪談︒

氏は不 出 馬︒六 句︑認 知 症と運 転︒七 句︑ゲ

三句︑何怖い？四句︑リアル姥捨山︒五句︑怪しげ

な

九句︑どこかで聞いた︒十句︑帰国までが五輪︒

リラ豪雨には勝てぬ︒八句︑
ついでに腹ごしらえ︒

◆オリンピック

皿割るとお岩さんだと孫が言う

石原裕太郎さん

怪談を聞いても笑う今の子ら

青山台

高野台 吉岡憲子さん

姥捨山﹁後期高齢者医療制度﹂うらめしや〜

怪しげな知事選めぐる舞台裏

佐々木寛太郎さん

酔太朗さん

Dr.

箕面市

千里山松が丘

● 水 に「はっか 油」を数 滴 混 ぜてスプ ●日中はどこへも出かけず、図書館から
レーしたら涼しくなるらしい。今年は試し 借りた本を読み、夕方から図書館へ本を
返しに行く。そんな毎日（五月が丘東Nさ
てみようと思う
（竹見台Kさん・53歳）
ん・61歳）
●ケーキ屋さんでもらう保冷剤を首に
巻いて家事。それでもダメな時は、より ●この夏は猛暑予報なので快適に過ご
大きな保冷剤を背中に。
「動脈を冷や せるとは思えないが、バテない様に先日
これを炭酸や水で
す」を念頭に。あとは、ダイエットでサウ 梅ジュースを作った。
ナに入っているつもりになってひたすら 割って、なんとか夏を越したいと思って
（寺内Kさん・58歳）
我慢。努力なしに３㎏減量は有難い暑さ いる
（佐竹台Sさん・55歳）
●冷房を入れて扇風機も回して、空気が
●エアコンを入れるのが一番だが…。な 動いているのを感じ、宮部みゆきの時代
るべく入れずに快適に過ごすには、短パ 物の心霊小説を読むのはどうか（青山台
ン、タンクトップ、濡らすと冷たくなるタ Kさん・58歳）
オルを首にかけたり
（人様には見せられ
ない…）。ガスコンロを使っての料理も ●竹チップのシーツに寝転ぶと体がひ
少なくして、電子レンジ加熱でできる料 んやり。寝苦しい夜も快適な眠りができ
（山手町Iさん・47歳）
理にしている（レトルトではない）
（江坂 るよ？
町Hさん・41歳）
●大阪で初めての夏。アイスノンを首に
（上新田
●自分の部屋には冷房がないので、窓 巻いて過ごす！
の外側に日よけネットをかけ、ベットの Wさん・45歳）
上に「ござ」をひいているととても涼しい
（新千里北町Mさん・52歳）

知らぬ間に 道路逆走 ボケもんＧＯ

おしえて
熱暑に屋内で快適に過ごすワザ

乾 めぐみ（いぬい

１４：００〜１５：３０

焼肉
但馬屋

バス停

ＷＥＢ 「千里あさひくらぶ」
で検索

N

不二家
レストラン

桃山台駅

粘土で自由に形を作り、好きな色を塗
ります。能勢の作陶家和田先生が、楽しい

新御堂筋

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

教室開催場所

スクラップブッキング

至千里中央

子ども陶芸教室
親子でも楽しめる！本格陶芸

お電話 （06）

（岡野）
後藤圭二市長と棚原徹監督が並んで全国を見据える

﹁声に出して読む人もいるけど︑喉が枯れるのがいやだからしない﹂と笑う

カルチャー教室の

選手から市長に「どこの少年野球チームに

この日、吹田市役所特別会議室で行われた表

（岡野）

貼る、が頭の体操になるし、
ノートの空いたとこ

山田西リトルウルフは、５月に閉幕した大阪

・店内で喫茶又はコーヒー豆購入の方本人1名様対象。
・モーニングセット除く。・有効期限16年9/15（木）まで。

