●左の広告は市民の方から依頼を受けて無料で掲載しました︒イベント情報やメンバー募集など掲載ご希望の方は

※当日9：00〜12：00まで千里山駅東
側交通広場（ロータリー部）は、車
輌通行禁止となります。ご理解と
ご協力をお願いいたします。
※会場へはなるべく徒歩にてお越し
いただきますようご協力ください。

まで︒
aclub@0843.co.jp

僕のホームタウン
「せんちゅう」
２
豊中市新千里東町

（前号からの続き）

ヤマダ電機LABI千里には２階から入
る人が多いと思うけど、車いすユーザー
にとって２階店内のスロープを上がる
には急勾配でしんどい。それを回避す
るテクを。
それは、１階からお店に入り、帰りは
２階から出ること。いずれの階もスロー
プは下り用になる。
ちなみに２階から店
外に出ると、左前奥に地上階に通じる
エレベーターがあるので便利。
さて突然ですがここからは、AKIRA的
せんちゅうの未来「希望」図。聴いてくだ
さい。
セルシーの地下にミニシアターと小

劇場、さらに美術館と博物館がオープ
ン。文化の発信力グンと上昇。知的好奇
心を喚起され老若男女が集う。
並び建つ２棟の高層マンション屋上
は定期的に市民に開放。夕涼み・夜空観
察・夏祭り・読書会などが行われ、憩い
と交流の場として活気づく。
LABI千里から大阪モノレール千里中
央駅のルートがフラットにならされて段
差が解消。動く歩道（屋根付き）が設置
され利便性も向上。当然、地下フロアも
全面フラットに改修。
東西南北の各所にエレベーターを増
設。車椅子／ベビーカーで行けないフ
ロアが無くなる。
セルシーに、24時間オープンのコミュ

「提携店一覧改訂版」をお届けします 重要 提携店変更・確認情報
提携
終了

AKIRAの

vol.4

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。

阪急(株)大阪空港営業所

都合により提携終了。※引き続き
「ニッポンレンタカーサービス」の
提携サービスをご利用ください。

朝日新聞読者様に無料配
布している「千里あさひくら
ぶ提携店一覧」の改訂版を、
16年10月末から11月初旬に
かけてお届けします。

提携
終了

ベーカリーカフェ花菜
阪急山田店

閉店のため提携終了。

提携 アロマとリフレの店
終了

次号で
ダンス特集!

PADMA
（パドマ）
都合により提携終了。

第131回 千里アサコムコンサート

情熱のフラメンコ
フラメンコスタジオMIGUELON

ギタリスト

踊り手

MIGUELON

兼子 八重子

歌い手

踊り手

ギタリスト

島田 知幸
岡本 進

踊り手

馬代 香織
佐々木 明

（曲目）
タンゴ…セビジャーナス…ファルーカ… アレグリアス…ブレリア など

ニティーカフェ。そこは子どもを見守る
役目を担い、非行や孤独を放置しない
理念を持つ。さらに、各所にママさんが
休めるスポットも豊富に存在。
赤ちゃんからお年寄りまでみんなが
希望を持って生きられる街になってい
ければいいな。
（毎度ご清聴ありがとうございます。
次号から連載４年目突入です）
車いすユーザー

ニッポンレンタカー

10月26日［水］

※変更の場合あり

入場無料

１９：００

千里朝日阪急ビル1F

・予約不要
・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

厳選イベント

込不要●無料【問合】TEL06・6831・4133

非営利なら掲載無料!!

aclub@0843.co.jp

注 目 第４回 千里音楽祭…9/11

すいた笑顔（スマイル）体操…9/6,20

吹田市のオリジナル体操を大空のもとで 9/6
（火）、20（火）いずれも9時45分〜10時。千里南
公園円形広場にて。雨天中止●中学生以下は
除く●無料【問合】文化スポーツ推進室 TEL06・
6384・2431 FAX06・6368・9908

今年も素晴らしい音を皆様にお届けします。
9/11（日）12時30分開場、13時開演。千里文化
センター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）にて●無
料【問合】TEL090・3715・0193（神谷）

多文化カフェ…9/13

平和映画会「ロング・エンゲージメント」
※R15作品（15歳未満の方は
…9/7,8,10,11,14,15 鑑賞できません）

内モンゴルでボランティア活動をしてきた芦田
悦雄さんによる生活と文化の話、内モンゴル出
身の夫妻・ホウザンさんとゴアさんによるモンゴ
ル音楽の演奏。 9/13（火）10時〜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】TEL06・6831・4133

1919年、マチルダの元に出征した婚約者の戦
死の知らせが届く。
しかし、マチルダは希望を捨
てず、彼の消息をたどり始める。 9/7（水）、8
（木）、10（土）、11（日）、14（水）、15（木）いずれ 草花あそび教室…10/8
も14時〜16時20分。平和祈念資料館（吹田市 昔から伝わる自然遊びや草花を使った遊びを体験。
津雲台1-2-1）にて●各先着40人●無料【問合】 10/8（土）10時〜12時30分●市内在住の15人。
多数抽選（小学生以下保護者同伴）●往復はが
TEL06・6873-7793 FAX06・6873・7796
きに催し名、住所、名前（ふりがな）、電話番号、
転勤族カフェ…9/9
転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報 年齢を書き自然体験交流センター（わくわくの郷）
を共有。 9/9（金）10時30分〜12時。千里文化 へ。9/23（金）必着●200円【申込】吹田市藤白台
センター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）にて●申 5-20-1 TEL06・6872・0713 FAX06・6871・7747

No197/2016.8.28 ○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

千里あさひくらぶ会員証か紙面でお得！

月刊

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

朝日新聞

つむぐくん

こころちゃん

９月号

2016年

（通巻197号）

期間
限定

焼そばフェア
全10種類!

９/８（木）〜11/８（火）

祭りで一致団結 住みよいまちに

7月30日、吹田市立山手小学校で、地域に盛夏の訪れを告げる夏祭り
『第10回や
まてサマーフェスタ』が、山手地区青少年対策委員会主催、山手地区こども連絡協
議会・山手地区青少年指導員会・人権啓発推進協議会・山手小学校PTAの共催で
行われ、約2,000人の参加者が趣向を凝らした様々な出し物などを楽しみました。

葱塩あんかけ焼そば 1,026円

会員証またはこの紙面持参で
焼そばに限らず飲食代金を

吹田市立山手小学校で『やまてサマーフェスタ』開催
連合自治会長松本宗成さんの挨拶の後、山手

自慢」です。

小ブラスバンド部の演奏やチアダンス ブルース

今年はペットボトルを 1,500 個以上組み合わせ

ターズ、関大一高カイザー部チアリーディングの

て作った「太陽の塔」が仲間入りしました。参加

演舞で華やかに開幕しました。

者たちはそれぞれの作品の前で記念撮影したり、

たこ焼きや焼きそば、スーパーボールすくいな
どの模擬店は、行列が途切れることがない盛況
ぶりでした。

校舎に登って、市街地の夜景をバックに煌めくよ

５%OFF
ブラック牛肉焼そば 972円

・値引上限5,000円・他サービス併用不可
・紙面の有効期限 2016年9月末日迄

千里中央店

千里中央・千里朝日阪急ビル22F ☎（06）6873-2555
【営業】
【平日】11：00-14：00・17：00-22：00
【土】11：00-22：00【日・祝】11：00-21：30

うすを眺めていました。
締めくくりは、小学校の先生たちによる花火大

日暮れを待って、ついにお祭りのメイン、グラ

会。大輪に夜空が焦がされる度、子どもたちは「す

ウンドに並べられた「ペットボトルアートイルミ

ごいきれい！ 先生もっと！」と、火の粉をかぶる

ネーション」と「キャンドルアート」に明かりが

ほどの特等席から大歓声を上げていました。

灯されました。いずれも地域住民と児童たちが

祭りを主催した青少年対策委員会の委員、高

中心となって夏の初め頃から少しずつ準備を重

橋世津子さんは「初回から関わってきたが、年々

ねてきた作品たち。かける思いは各地で行われ

盛んになるのを感じる。暑い中の準備は大変で

る類似のイベントに勝るとも劣らない「わが町の

も、地域住民が一致団結して達成したときは万
歳するほどうれしく、また来年も子どもたちの笑
顔のため、地域のためにがんばろうと思える」。
また、幼い子どもと参加した山手町在住の越
水健介さんは「子どもの事件が多い現在、こう
いう地域の手作りイベントがあれば、顔見知りも
増えて安全な町につながると思う。何度か引っ越
しをしてきたが、この地区にはこれからもずっと
住み続けたい」と話しました。

（岡野）

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

撮影／岡野

豊島高校

思いを込めて 起こしてます

○11―4 豊中 ○7―3 市岡 ●2―5 交野

ニュー豊島の快進撃

千里で文字起こしを起業 山本晶さん

「夏にありがとう」

本紙に『AKIRAの映画レビュー』
と
『AKIRAのそれゆけ！街レビ』を交互連
載する、車いすユーザーでフリーライターの山本晶さんが「文字起こし業」
を始めたと聞き、千里あさひくらぶ編集部が自宅兼仕事場を訪ねました。

第98回全国高校野球選手権大阪大会

パソコンに保存しておいた音声の再生・停止を

豊中市新千里北町在住の山本晶さん（41）は、
生後数か月の時、小腸から栄養が吸収できな

繰り返しながら、キーボードをカタカタカタ…

い希少難病にかかり、それが原因で手と脚など

とリズムよく打ちます。包帯ですべての指が完

の末端に皮膚疾患の症状が出ました。普段の

全にくるまれている状態でもとても軽快です。

ドーム開幕戦後
世代交代のタッチ

体力を考え、１日当たり２〜３時間集中して

生活では手指を包帯で巻いて保護し、歩行困
山本さんは「千里市民フォーラム」や「千里

らいかけてＡ４用紙５〜６枚に起こします。山

キャンドルロード」などの地域活動にボランティ

本さんは自分なりの方法で行っているそうで「こ

アスタッフとして参加する傍ら、昨年 11 月から、

れがベストかどうかわからないから、もっと速く

会議やインタビューなどの録音を聴いてパソコ

て良い方法があれば教えて」と笑いました。

● 4―12 大阪

千里青雲高校 ● 6―13 大手前 千里高校

山本さんは心がけていることがあります。「た

ン上で文字データにする文字起こし業を始めま

だ機械的に起こすのではなく、内容を意識しな

した。
きっかけは、昨年２月に行われた千里市民

がら、録音された場にいるような感覚で話の流

フォーラム基調講演の文字起こしを、活動を共

れを追いかけている。そうすることで入力の間

にする仲間たちから頼まれ、試しに行ってみた

違いも少なくなると思うし、家にいながらにし

ところその正確さが目に留まり「仕事にすれば

て勉強にもなる」。でも、これには欠点がある

スキルを磨け、自立にもつながるのでは？」と

そうで…「共感してついつい思いが入り、聞き

勧められたからです。

取りづらい部分が自分の文章になってしまい、
依頼者から指摘されたことも」。今ではそうなら

山本さんは文字起こしについて全く知識がな

ないよう十分気を付けているそうです。

く不安でしたが、これまで、朝日新聞の読者投
稿欄「声」に何度も掲載されたり、ブログなど

やりがいを感じるのは、納品した文字データ

を通じて映画の感想やＪリーグガンバ大阪の情

が冊子になって帰って来た時。「自分でも人の

報を発信するなどしていたので「文章の世界を

役に立てたんだと思える。今後も、コンスタン

さらに広げられるかも！」と決心しました。

トにお仕事をいただけたらうれしい！」 （岡野）

●

勝利はお預けも
5年ぶり夏得点

作業し、２時間の講演なら、大体３〜４日間く

難のため移動には車いすを利用しています。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

（アキラ テキスト クリエイト）
『AKIRA text create』

山本さんは背骨の歪みがあるため、上半身

文字起こし 録音1時間あたり…4,000円（税込）

を安定させる側面に支えのついた椅子に座りま

●ご依頼はメールで gamba.v@gmail.com
●Facebookページでサンプルが見られます。

す。ヘッドホンを装着し、ＩＣレコーダーから

カルチャー教室の

趣味のグッズに囲まれた自宅兼仕事場で作業する山本さん。

カラダとココロの健康が一番！

手書きの文字で伝える想い！

はじめての方でも安心してご参加いた

己書とは、型にとらわれず自由に絵を

だける日常生活に役立つヨガです。自分

描くように文字を描く書です。絵手紙など
によく合い、初めての方でもすぐに味の

す。
ヨガのポーズや呼吸法で気持ち良く

ある字を描けます。絵のような温もりのあ

心身のバランスを整えて、カラダの奥か

る書は、挨拶状などにもピッタリです。

6872-0031

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

0843.co.jp/aclub/

らキレイにしていきましょう。
充実の３連続講座！

定 員 / 12名
9月23日（金）30日（金）10月7日（金）
持 ち 物 / タオル・バスタオル・飲料水
（必要な方）
１４：００〜１５：３０
受 講 料 / 1,500円（会員外2,000円）

申込締切：9/12（月）18時
案内状お届け：9/14
（水）
頃
・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

中村 真紀子

(なかむら

まきこ）

講師

●３回分の受講料。途中欠席返金不可。

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。

(ひらい

こうじ）

受講料/
材料費/

●当日貸出しと販売もあります。

500円（会員外700円）
700円

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。

青山美和子さん

次号のお題
◆移ろい◆恋わずらい ◆予防接種

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：9/12
（月）
必着

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

この紙面は引換券
ではありません

青山台ショッピングセンター

青山台米穀店さんご提供

約300g

魚沼十日町産 コシヒカリ2合
水源は雪深い山。
ミネラルを豊富に含ん
だまろやかな水。最適な自然環境で豊かな
土壌を作り、美味しさを追求した逸品。

●当選者に引換券をお届けします。 ●同店で2,000
円以上お買い上げの方に、券と引き換えで賞品を進呈
します。 ●引き換え期限は2016年末。

12

案内等に利用する場合あり︒

山手町

ドアあけてただいまじゃなく腹減った

山田西・ゆくやさん

辻美寿々さん

腹減ったカミカミお口の運動会

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）

抽選で10名様に！

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﹁忘れられない贅沢︵ぜいたく︶体験﹂を明記して９
月 日︵ 月 ︶必 着 ︒当 選 発 表 は 発 送 で ︒
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山手町 道広廸子さん

徒競走ビリもパパ似と胸を張り

新千里南町 服部健さん

先生がおどおどしている組体操

青山台

世界中ポケモンＧＯに捕まって

アモーレ

高野台 吉岡憲子さん

ダントツ１位は ーム!!
ゲ
あの人気スマホ

佐々木寛太郎さん

第三者（の目）

箕面市

ポケモンGO

◆運動会

◆ポケモンGO

わが年をかえりみずするポケモンＧＯ

（山手町Iさん・47歳）
『びっくりぽん』

90

句︑旦 那 様より足 並みそろう？四 句︑結 局 同じ

その他

一句︑思わずほめる︒二 句︑みんなの本 音は？三

（新千里西町Tさん・71歳）
『金メダル』

腹 だった︒五 句 ︑ 代の説 得 力 ︒六 句 ︑元 気の秘

（山手町Aさん・62歳）
『ＥＵ離脱』

訣 ︒七 句 ︑子 ど もな らかわいい︒八 句 ︑消 費 カロ

（新千里南町Hさん・71歳）
『精査』

リーは？九句︑右へ倣え︒十句︑まずは体験から︒

（五月が丘東Nさん・61歳）
『トランプ旋風』

平井 浩二

１０：００〜１１：３０

※イメージ

吹田市古江台のdios北千里にて、己書道場を定期的に開催し、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。

アベック伴走遠い日の男性なつかしむ

（山手町Aさん・62歳）
『保育園落ちたの私だ』

新千里南町 服部健さん

（新千里南町Oさん・60歳、山田西Hさん・48歳）

◆食欲

別腹が重なり合って三段に

（舛添前都知事）…2名
『厳しい第三者の目』
『信頼できる第三者に…』

石原裕太郎さん

（上新田Hさん・53歳、新千里南町Oさん・60歳、新千里南町Hさん・71歳）

桃山台 りゅうこさん

（サッカー長友佑都選手）…3名
『アモーレ』

青山台

（新千里西町Kさん・80歳、藤白台Yさん・67歳、高野台Oさん・49歳 ほか）

食い気こそいのち支えるバロメーター

『ポケモンGO』…11名

体力が大事大事と食べている

『流行語大賞』予想！

（東豊中町Mさん・55歳）
『凶』

９月24日
（土）

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

焼肉
但馬屋

桃山台駅

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

N

不二家
レストラン

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）
お電話 （06）

教室開催場所

己書（おのれしょ）道場

至千里中央

リフレッシュ！ヨガ

10
21

