新しい提携店一覧を
お届けします。

※一部オーガニックでない食材を使用。※プレートランチは数に限りあり。売切れ次第終了。

第131回 千里アサコムコンサート

（大阪市北区中之島2-3-18）

【Ｓ席】通常12,000円のところ

歌い手

AS A特別謝恩価格

9,800円

兼子 八重子
踊り手

踊り手

・大人子供共通・全席指定・税込み

馬代 香織
佐々木 明

ご注文

（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

10 26

君の名は。

公開/2016年日本

１９：００

監督/新海 誠

美しい映像表現と独自の心情描写を
得意とするアニメーション監督、新海
誠氏の新作映画が大ヒット中。そのタ
イトル は『君 の 名 は。』で は あるが、
東京大空襲の日に出会った氏家真知子
と後宮春樹の恋愛劇のリバイバルでは
ありませんよ！あちらは『君の名は』。
都会に住む男子高校生の立花瀧と田
舎に住む女子高校生の宮水三葉が、
なんと夢の中で入れ替わっちゃった！男
女逆転なにこれ物語であります。
身体の違いはもちろん生活環境も友
人関係も真っ白の状態に置かれた２人
の驚きと順応の様子をユニークに展

◆お近くのASAから送料無料でお届け。
◆代金は新聞代金に上乗せ致します。
◆商品はすべて税込み価格です。

・予約不要・立見可

申込み締切りは 10月21日
（金）
です。
完売の場合はご容赦ください。

主催：朝日新聞社 ほか

開。笑いどころ多数。やがて２人が生
きる時間軸が同じじゃないと気付く瀧
君。彼女はいつの時代にいるのか。調
べていくと過去に起きた災害にたどり
着いた。そこから奇跡的で運命的なラ
ブストーリーへと転がり始める。
出来過ぎな話なんだけど、生きてい
てほしいと願う素 直で 強 い 気 持ちが
まっすぐ響いてくるから共感して応援。
恋愛に限らず人が人と出会うことは常
に奇跡なんだと伝えてくれるキラキラ
輝く鮮やかな場面の積み重ねが素敵。
明日会うかもしれない大事な人との
巡り会いを想像すると心があたたまる。
未来への希望を信じさせてくれるうれ
しい映画！

ASA千里販売

06−6872−0031

※変更の場合あり

入場無料

［水］
日
千里朝日阪急ビル1F

月

各種保険・交通事故・労災・生活保護取扱い

フェスティバルホール

踊り手

島田 知幸
岡本 進

△土曜は15：00迄 休診日／日曜・祝日

開演19:00／開場18:00

フラメンコスタジオMIGUELON

ギタリスト

月 火 水 木 金 土

2016年11月2日
（水）

情熱のフラメンコ
MIGUELON

診察時間

9：00 13：00 ○○○○○△
16：00 20：00 ○○○○○／

※月刊千里あさひくらぶ読者が対象です。
（一部例外地域あり）
※会員証の有効期限は2017年10月末迄です。

年中無休（臨時休業あり） ☎ 06-7174-4154
11：00-17：30（L.O.17：00）無料駐車場1台有り

ギタリスト

☎06・6155・9380
▼

ランチセットのドリンク又は
プチデザートサービス

営

治療内容 骨盤・背骨ゆがみ矯正・猫背整体・
骨盤引き締め整体・はり・きゅう・交通事故治
療・スポーツ障害・リハビリ・訪問治療

千里あさひくらぶ会員証のついた

「この紙面をご持参の方に」今だけ！16年10月31日迄

休

千里山わだち整骨院

10月末から11月初旬に

矯正

提携店

栄養士でもある店主が、能勢の契約農家から届く有
機・無農薬の野菜とオーガニック調味料を使い、おいし
さとカラダへの優しさにこだわった手作り料理を提供。
ママとお子様が一緒にくつろげる癒しのカフェです。

千里あさひくらぶと
提携！
「新」

大 切 な お 知 らせ

吹田市上山手町63-15メゾン・ド・山手1Ｆ

Organic Kitchen Anatelier （関西スーパー佐井寺店から総合運動場方面へ向かい、右手）

▼

オーガニックキッチン アナトリエ

厳選イベント

映 画 館 を 出て
思 わ ず「そこの
あ な た！お 名 前
は !?」
ち、違います、
車椅子の不審者
ちゃいます！

●編集後記 今号から記事本文の文字間隔を読みやす
いように少し広げました。
ともなって字数節約のため文
体を「だ・である調」に変更。気が付きましたか？ これから
も地域情報をどしどしお寄せください。
（編集長 岡野）

非営利なら掲載無料!!

転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報
を共有 10/14（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】TEL06・6831・4133

車いすの映画感想家

vol.34

AKIRA/フリーライター・文字起こし業。豊中市
在住。本紙連載４年目。

500円OFF

背骨・骨盤ゆがみ矯正、はり・きゅうの初診時に適用

aclub@0843.co.jp

転勤族カフェ…10/14

（piacinema.xtwo.jpより転載）

AKIRAの

千里あさひくらぶ会員証を
ご提示でお会計から

雲台1-2-1 千里ニュータウンプラザ2F）にて
【問
合せ】計画調整室TEL06・6318・6369、FAX06・
6368・9901

コラボまつり…10/21,22,23

登録グループによる展示・発表。喫茶コーナー、
手作り作品即売ほか。多肉植物の寄せ植え
（21
日、15人。300円。10/3（月）10時から申込み）、自
然工作、
こども縁日（22日）、おもしろ実験ショー、
吹田まち案内人と歩く…10/8
（23日）ほか 10/21（金）
・22
ええとこまわりゃんせ北千里コース。三色彩道〜 子ども将棋まつり
大阪大学〜千里北公園など。約8.5㎞。健脚向け （土）10時〜17時、23日（日）10時〜16時。千里
（新千里東町1-2-2）にて
10/8（土）9時30分に阪急北千里駅改札口集合。 文化センター「コラボ」
15時に阪急山田駅解散●はがきかFAXに催し ●無料●TEL06・6831・4133
名、住所、名前（ふりがな）、電話番号、人数を書
いて浜屋敷（〒564-0025吹田市南高浜町6-21、 千里キャンドルロード…11/5
市民の手で9万個のキャンドルを灯します。演奏
TEL06・4860・9731、FAX06・4860・9725）へ。
などのステージも 11/5（土）16時〜20時。千里
10/6（木）必着。全員参加可●500円
南公園にて●ボランティア募集：イベント当日
千里ニュータウン秘宝展…10/8〜11/27 の9時、13時、16時、20時から各2〜4時間程度
バスオール、団地、万博など 10/8（土）〜11/27 【申込み】前日までに計画調整室（TEL06・6318・
（日）※10/15（土）、11/12（土）は14時、15時に 6369、FAX06・6368・9901【問合せ】いずれも同
ギャラリートーク●千里ニュータウン情報館（津 室まで

No198/2016.9.25 ○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

「先輩たちの苦労で私たちがある。全国大会出

月刊

千里地域の朝日新聞に毎月最終日曜日折込み！

場は叶わなかったけど、それより大切な『ダン
スが好き』『笑顔を届けたい』の気持ちはつな

月号（通巻198号）

つむぐくん

こころちゃん

10

2016年

つないだ 一番大切なこと
市内の中学で最も歴史が長い吹田第一中学校にあって、意外にも創部3年
目と新しいダンス部。立ち上げから現在までのストーリー。

がったと思う」。後輩たちへは「経験・未経者
験関係なく『言わなくてもわかる』と思わず、
時と場面を考えながら意見を言い合える仲に
なって」とアドバイスを贈るつもりだ。「私た
ちもシーズン毎に揉めたおかげで結束できたか
ら（笑）」とはにかんだ。

（岡野）

吹田一中ダンス部 立ち上げから現在まで
４年前の春、当時中学１年の有志４人が「小

現在部員は35人。全員女子で、今春は21人が

学校（千里第三小）のダンス部が楽しかったの

入部した。部員数が増えているわけを顧問の前

に中学校にはないなんて」と学校に創部を要望

田阿友美先生は「ダンスが授業で必修になった

した。でも、人数が少なく指導者の不在なども

影響もあるだろうが、毎夏学校で開催する『た

あって認められなかった。

そがれコンサート』で披露される先輩たちのダ

諦められない４人はその１年間、学校の片隅

練習は週に６日。主に教室の中で行い、所狭

声を掛けて回ると10人程が手を上げ、学校は

しと、時には体をぶつけ合いながら汗を流す。

「同好会」として認めてくれた。

創部に携わったOGたちも機会があれば指導に来

そして14年の春、現在の３年生である８人が

てくれる。あの日学校と掛け合ったOGの1人加

加わって、創部の目安である部員数20人を満た

藤冴季さん（高校２年）は「（部が）こんなに

したため、活動開始から３年越しでついに吹田

大きく育つなんて」と目を細めた。

スポーツオーソリティデュー阪急山田店
吹田市山田西4-1-2-301 TEL：06-6836-6277【営業】10：00-21：00

本格的なスポーツ・アウトドア用品から、
日常の健康を
サポートするアイテムまで幅広く展開。
ランニング・野球・
キャンプ等専門知識を持つスタッフがお客様に最適な商
品をご提案。特にシューズ選びは足型計測を無料実施。
阪急・大阪モノレール「山田駅」直結でアクセスも抜群！

千里あさひくらぶ会員証を
ご提示でお会計から

５%OFF

＊クレジットカードでのお支払い時は３％OFFとなります。
＊各種会員割引との併用不可。＊この紙面では割引できません。

ンスに憧れる子が多い」と話す。

などで「自主練習」を続けた。翌春、新入生に

一中ダンス部が誕生した。

千里あさひくらぶと
提携！
「新」
全国のスポーツオーソリティで使用可能！

教室には６枚の姿見の鏡。部に昇格した１年
目に学校が補助してくれたお金で１枚、部員た
３年生部員の８人︵山本部長は前列右︶

ちが持ち寄ったお金で２枚購入した。そして今
春、これまで貯めていた部費に新入生からの部
費を加えてさらに３枚。教室の壁一面分をほぼ
カバーでき、全体の動きがチェックできるよう
になった。部の自慢であり宝物だ。
この夏は、初めて参加した第４回全日本小中
学生ダンスコンクール西日本大会（朝日新聞社
主催）で銀賞を受賞し、全国大会まで後一歩に
迫る実力を見せた。
卒部を控えた部長の山本凛々さん（３年）は

第62回吹田市中学校演劇・ダンス発表会より
（上・左とも）

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※・千里丘西※の各ASAから、毎月最終日曜日に朝日新聞朝刊折り込みで発行。
（※エリア内の一部） 取材・制作／岡野 和博・難波 倫子

ダンスの楽しさ地域に広がれ！

『Step and Go!』が旭丘納涼大会でダンスを披露
８月20日、豊中市旭丘の熊野田公園で旭丘

「年齢がバラバラのチームで人数も多いか

連合自治会主催の納涼大会が行われ、地域の

ら、小さな子を集中させるのは大変。でも怒

小学生から中学生で結成されるダンススクー

るのじゃなく、遊びを交えながらまとめよう

ル『Step and Go!（ステップ アンド ゴー）』

としている」。夢は「ダンスの楽しさを広め

が日々の練習の成果を披露した。

るため、いつかスクールのメンバーが（地域

『Step and Go!』は３年前、地域在住の

の小学生の進学先である）豊中第十七中にダ

ジャズダンス経験者松村香織さんが、わが子

ンス部を作ること」だ。唯一の男子メンバー

の「ダンスがしたい」の声をきっかけに結成

藤田陽大くん（小学４年）は「家ではテレビ

したスクールで、現在はダンスが未経験だっ

のエグザイルのダンスをマネしている。ダン

た43人のメンバーが活動している。

スが好きなら男の子でもすぐになじめるよ」

リーダーの松村風音さん（中学３年）は

と笑顔で話した。

（岡野）
千里山
佐井寺
千里新田

３つの地域を新たにつなぐ『千里山まちびらき』

９月４日、このほど新しくオープ
ンした千里山駅前交通広場とその周
辺の施設などで、千里山まちびらき
準備会主催の『千里山まちびらき』
が開催された。
跨線橋新設などの駅周辺再開発
を、かつての千里第二小学校区だっ
たという千里山・佐井寺・千里新田
地域が新たにつながるきっかけにし
ようとPRするイベントで、千里第二
幼稚園のダンスや、千里第二小の金
管楽器演奏、吹田一中、佐井寺中に
よる吹奏楽などが盛大に祝った。
千二地区連合自治会長で準備会実
行委員長の雑部麻美さんは「『新し
い千里山』の安心・安全の維持、発
展と活性化に向けて、あらゆる世代
が楽しく協力し合える街づくりを目
指していきたい」と話した。（岡野）

リーダー松村風音さん（右）は「地域の中学にダンス部を」。

（上）テープカットをする後藤市長ら。一番左が
雑部さん。 （右）イベントに準備段階から関
わった関西大学の学生団体『ツナグ。』メンバー。

ʻ黒一点ʼの藤田陽大くんは「男の子でも楽しめるよ」。
カルチャー教室の

美容エクササイズ教室

講談師暦40年の名人芸から学ぶ！

歩き方から始めるアンチエイジング！

ますが決してそうではなく、
日常に講談は

んか！？本講座ではバレエの基礎を取り

◆お申し込みはこちらへ

あふれています。話し方の勉強や声を出

入れ、骨盤・股関節を整えながら、美しい

すためのトレーニングにもなります。そし

立ち姿・歩き方を身に付けていきます。良

て最後には、講談を生で聞いていただけ

い歩き方は体の代謝も上げて、健康維持

ます。

にも役立ちます！

6872-0031

お電話 （06）

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

ＷＥＢ 「千里あさひくらぶ」
で検索
0843.co.jp/aclub/

申込締切：10/11（火）18時

10月29日
（土）

案内状お届け：10/14
（金）
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

旭堂 南左衛門

定 員 / 16名
持 ち 物 / 筆記用具
１４：００〜１５：３０ 受 講 料 / 500円（会員外700円）

10月31日
（月）

(きょくどう なんざえもん）⇒公式ホームページへどうぞ。

講師

昭和51年4月三代目旭堂南陵に入門、南学を貰う。昭和62年10月 真打昇進、南学を改メ南左衛門を創名 。第8回咲くやこの
花賞受賞や東京国立演芸場花形演芸会金賞受賞。平成17年11月 上方講談協会会長に就任。

だ

えつこ）

タイ式ヨガ、バレエストレッチ、楽しむ子どもバレエを大阪、高松で行う。現在西町会館で、第２第４木曜日やさしいストレッ
チ教室を開講。モダンバレエ、
ヨガ講師、高齢者スポーツ指導員。

山手町
道広廸子さん

山手町 青山美和子さん

ミニトマト僅かに残る枝の先

◆移ろい

肌の色移りにけりな秋暮色

アサガオの種と残暑をいとおしむ

桃山台 りゅうこさん

桃山台 りゅうこさん

吉岡憲子さん

食卓へつぎつぎ秋が届きます

高野台

妖精が妖怪になり会いに来た

辻美子さん

しとやかな三つ指今は仁王立ち

青山台

改田明子さん

世界中治せる医者はあなただけ

新千里西町

改田明子さん

佐々木寛太郎さん

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

チケットを抽選でそれぞれ5組10名様に！
いよいよ大阪へ！

東京で50万人以上動員の展覧会

① 恐竜博2016

現在開催中〜17年１月９日（月・祝）
大阪文化館・天保山（海遊館となり）

日本初公開、続々！ 今も世界中で行わ
れている恐竜発掘。新発見により、今までの
常識がくつがえることも多々あります。近年
の恐竜研究の成果を、日本初公開の貴重な
標本などとともに紹介！

投稿先

次号のお題（1句でも可）
◆ねぎらい ◆七五三 ◆伝統と革新

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：10/11
（火）
必着

竹見台
マーケット
至南千里

②ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち

16年10月22日（土）〜17年１月15日（日）
※プレゼントチケットは16年11月27日（日）まで有効

国立国際美術館（北区中之島）

アカデミア美術館は、ヴェネツィアの美
術アカデミーが管理していた諸作品を礎と
して、1817年に開館しました。14世紀から
18世紀にかけてのヴェネツィア絵画を中心
に、約2000点を数える充実したコレクショ
ンを有しています。日本とイタリアの国交
樹立150周年を契機として、このたび同館
の所蔵品による本邦初の展覧会が実現。
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案内等に利用する場合あり︒

匿名Ａ子さん

道広廸子さん

恋わずらいかかる暇なし孫五人

山手町

服部健さん

道広廸子さん

恋わずらい思考がすべて誤作動に

新千里南町

山手町

石原裕太郎さん

子ども等がべそかく先に注射針

アカデミア美術館所蔵

〒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）

TSUTAYA

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

日伊国交樹立150周年特別展

◆予防接種

予防接種安心料に取り敢えず

青山台

予防接種やっぱりしとこう生きるため

種 ま き 時 期に思い出 してね ︒四 句 ︑待ってま し

一句︑路 地ものには季 節︒二 句︑私は地 黒︒三 句︑

た！五 句︑ど〜 ゆ 〜いみじゃ〜︒六 句︑
こ〜 ゆ 〜

ことじゃ〜︒七句︑言われてみたい︒八句︑近頃は

句︑
﹁お ばあちゃん︑だいすき♥﹂十一句︑本 人は

ストーカー呼 ばわり︒九 句︑ワクチン効かぬ︒十

気づかぬが︒十二句︑
ベテラン先生︒十三句︑気休

め？十四句︑ご長寿さんの言葉です︒

吹田一中ダンス部（上も）
（吹田市中学校演劇・ダンス発表会）

新千里西町

箕面市

千里第二幼稚園
（千里山まちびらき）

◆恋わずらい

恋ならばわがまま患者でいいかしら

し

今の世になお残るとは恋わずらい

み

(すえなが

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 / 500円（会員外700円）

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﹁気分が落ち込んだときにすること﹂を明記して
月 日︵ 火 ︶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﹃ 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

は

末永 悦子

１４：００〜１５：３０

焼肉
但馬屋

バス停

見た目年齢に大きな影響を与える“歩
き方”。あなたは歩き方で損をしていませ

桃山台駅

古典芸能の講談を楽しく身近に感じて
いただけます。堅苦しいイメージがあり

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）

教室開催場所
至千里中央

講談教室
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