提携店

大切なお知らせ

は

み

だ

し

現在、
千里あさひくらぶ会員証の付いた

朝日新聞

新聞
朝日

「新しい提携店一覧」
を
お届けしています。

●提携内容を変更したお店があります。一覧でご確認ください。
●月刊千里あさひくらぶ配布地域の朝日新聞読者が対象です。
（一部例外地域あり）
●万が一、11月中頃までに届かない場合はお手数ですがご連絡ください。
●会員証の有効期限は2017年11月末迄です。
（こちらは会員証ではありません）

第132回 千里アサコムコンサート

声楽アンサンブルで贈る
Xʼmasコンサート
〜北摂バロックコア〜

02年5月創設。バロック期の合唱音楽をメインレパートリーと
して活動している声楽アンサンブル。14年第30回記念宝塚国
際室内合唱コンクールのルネサンス・バロック部門にて銅賞受
賞。教会でのコンサートなど精力的な活動を行なっている。

（曲目）故郷…おぼろ月夜…ラシーヌ讃歌… まきびとひつじを…もろびとこぞりて
※変更の場合あり
など

12月13日［火］

入場無料

１９：００

・予約不要・立見可

千里朝日阪急ビル1F

「千里南公園」

吹田市津雲台

阪急電車南千里駅の改札を出て左手
斜め奥のエレベータで地上へ降り、横
断歩道を２つ渡った場所にある「千里
南公園」は、自然に囲まれた心の落ち着
く公園。四季折々の花々や草木はもちろ
ん、生態系も豊かで野鳥もたくさん！
メジロ、キビタキ、オオルリ、飛ぶ宝石と
称されるカワセミまで！ 翡翠（ひすい）
色の美しい小鳥！ 僕はまだ目撃して
ない。いつか出会いたい！
（南千里駅上
りホームに、
この公園で見られる鳥のレ
リーフ図鑑がある）
園内には万葉集や与謝野晶子などの
歌を刻んだ16基の石碑があり、なんと

山田スワローズ（西山田地区市民体育祭）

主催：朝日新聞社 ほか

拓本採集ができる。まだやったことがな
いけど。
一部が釣り堀の池の名前は牛ヶ首（う
しがくび）池。おどろおどろしい！ 由来
は、雨請いのため龍神を怒らせるため
に牛の生首を投げ込んだ！ 諸説あり。
この公園は10・５㌶と広大。円形広場
と池をつなぐ東側の舗装されたルート
は急坂で、僕の車椅子を押してくれる母
はしんどそう。反対側の緩い坂の方は
砂利道があり、進みにくいしパンクも怖
い。押してくれるサポーターさんが常駐
してほしいくらい。
吹田市が、公園内にパークカフェ設
置の計画を進行中！ 商業ベースでは
なく、自然を学ぶ屋外講座、公園の清掃

活動、バリアフリー体験といった、人と
人がつながるコミュニティの側面も際
立っていけばと思う。千里屈指の、五感
が和んで安らぐ環境を未来へつないで
いこう！
今秋の千里キャンドルロードの舞台。
９万本のキャンドルライトが公園全体
を灯します！ 僕もスタッフとして公園
にいますよ。 11月5日開催です！
車いすユーザー

AKIRAの

vol.5

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。

厳選イベント

佐竹台ストロングアロー（近畿北摂大会）
非営利なら掲載無料!!

aclub@0843.co.jp

発達障害ってなに…11/8

小児科医の市保健所長による
「発達障害の理解
の重要性と二次障害」 11/8（火）14〜16時。千
里公民館（新千里東町1-2-2）にて●定員80人
●11/1（火）10時から電話受付。先着順。保育は
要 申 込 み（ 1 0 人 ）● 無 料【 要 申 込 】
（06）
6833-8090

おとなの転勤族カフェ…11/18

転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報
を共有 11/18（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●（06）6831-4133

千里ニュータウンミニ写真展…11/23〜11/28

写真家の産木民彦（うぶき・たみひこ）さんによ
る1960年代を中心とした作品。秋がテーマ
11/23（水・祝）〜28（月）10〜18時。23日は13時
30分から。28日は13時まで●千里図書館TEL
（06）6834-0132、FAX（06）6834-0560

千里ニュータウン今昔物語…11/23

「アケボノゾウからエキスポシティまで」がテーマ
の博物館館長によるお話 11/23（水・祝）14時
〜16時。千里市民センター（津雲台1-1-D2）多
目的ルームにて●定先着60人【要申込】11/1
（火）から直接か電話
で千里図書館へ。
TEL（06）6834-0132
FAX（06）6834-0560
イメージ

吹田まち案内人と歩く…11/25

三色彩道コース。紅葉色づく晩秋の北千里から
大阪大学を巡る。約5㌔ 11/25（金）9時30分に
阪急北千里駅改札口集合。12時30分に同駅解
散●300円【要申込】はがきかファックスに催し
名（コース名）、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、TEL（ 06）4860-9731、FAX（06）
4860-9725）へ。11/23（水・祝）必着。全員参加
可能。
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学生はいない。高松代表は三重県出身だが「三

月刊

千里地域の朝日新聞に毎月最終日曜日折込み！

重の地元でも地域活性化などの活動には興味が
あった。場所は違うけど、今は千里山が僕たち

月号（通巻199号）

つむぐくん

こころちゃん

11

2016年

人・地域つなぐ 関大生の地元愛

千里山で、関大生が地域の人と人をつなげるイベントに取り組んでいる。学生たちに、取り組
みにかける思いと、
これからについて聴かせてもらった。

の地元。愛する気持ちは変わらない」。
千里山まちびらき準備会で実行委員長を務め
た雑部麻美さんは「単なるボランティアサーク
ルにとどまることなく、地域と大学を結ぶ潤滑
油的な存在となるよう、志高く活動してほし
い」とエールを贈る。（岡野）

千里山コミュニティ協議会 関西大学学生部会「ツナグ。」
13年12月、関西大学が、千里山駅周辺の再開

り、遊びながら学ぶ「キッズ講座」など。

発に伴うまちづくりに参加する学生を募った。

イベントの講師や出演者を「ツナグ先生」と

集まった学生が、千里山コミュニティセンター

呼び、地域に住む人や働く人、関大生を対象

（以下、センター）協議会の学生部会として、

に、自分たちで探してくるのが基本。メンバー

センター開設に携わった。15年４月にセンター

の伊森勝矢さん（法学部４年）は「まちを『千

が開設され、学生部会は、関大生と千里山地域

里山発掘チーム』が探検する。偶然、紙芝居名

をつなげる意味から、愛称が「ツナグ。」と

人を探せたときはうれしかった」。また、今年

なった。その後、今年９月の千里山まちびらき

９月まで「ツナグ。」代表を務めた篠原梨沙さ

イベントの準備会に参加するなどした。

ん（商学部４年）は「イベントに参加してくれ

現在17名のメンバーがいて、主にセンター内

た地域の人たちが顔見知りになったり、『楽し

で活動している。メンバーが着るＴシャツにプ

かったのでまた参加したい』と言ってくれる

リントされたドーナツには「人と人が丸くつな

と、目的が達成できたと感じる」と話した。

がって欲しい」という願いが込められている。

「ツナガリブロ」
（写真は「ツナグ。」提供）
代表の高松さんは前列中央。

メンバーは、週１度のペースでセンターに集

「ツナグ。」がいま特に力を入れて取り組ん

まり、新しいイベントの企画や予算などについ

でいるのが、地域の多世代をつなげるためのイ

て話し合っている。現在の課題は、関大生も含

ベント。センターにおすすめの本を持ち寄って

めた地域へのセンターの周知と、自分たちの活

交流する「ツナガリブロ」、喫茶スペースで開

動やイベントの効果的な広報だ。新代表の高松

く「カフェコンサート」、子ども達が考え、創

宏幸さん（政策創造学部３年）は「関大前駅が
あるので、関大生にとって千里山は近くて遠い
存在。これからはツイッターやフェイスブック
などＳＮＳを活発に利用して情報発信したい。
地域の人が大学に気軽に立ち寄れる雰囲気作り
もしたい」と話した。
実はメンバー17名の中に、この地域で育った

「キッズ講座」
（写真は「ツナグ。」提供）

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

野球って楽しい！遊びにおいで

めざせ！
！
「世界基準」

西山田地区の少年野球『山田スワローズ』が部員募集

Tornado Academy『豊中ROOTS』
トルネードアカデミー

ルーツ

んは「野球をきっかけにスポーツの楽しさを

世界基準の指導環境を作ることが目的の

週末練習している山田スワローズは、小学生

感じ、礼儀なども学んでもらえたら。小学生

Dream7 Japanがサポートするバスケットボー

のための少年軟式野球チーム。男女限らず、

は最適な時期ですよ」と話す。（おかちん）

ルアカデミー。

西山田、山田第一、北山田小学校‥と、幅広
い地域から入部できる。
野球が上手になることはもちろん、「友達
を大切にすること」「挨拶ができること」
「マナーを守れること」をしっかり身に付け
ることがチームの目標。

市民体育祭にもチームで参加︒

吹田市立西山田小・中学校グラウンドで毎

NBA選手が輩出したアメリカのバスケット
専門アカデミーとこの10年に提携して学んだ
指導方法を、日本人にとって身につけやすい
方法にアレンジし、日本式・アメリカ式・
ヨーロッパ式ではなく、バスケットをする上
で「誰もが絶対に必要な基本」や「他では学

とは言っても、1970年創部のチーム史のな

べない高度な個人技」を指導している。

かで、８人の甲子園球児が輩出。現在、履正

生徒たちはここで習得したことを、普段所

社高校で活躍する先輩がいるなど、練習や試

属しているチームで生かしている。そして、

見学・体験はお気軽に 手ぶらでいつでも

合にもしっかり力を注いでいる。

将来、プロプレーヤーになることや海外での

●練習日・時間：毎週土・日曜日・祝祭日
土曜13時〜15時（17時）、
日曜12時〜17時
●練習場所：吹田市立西山田小・中学校
●所属連盟：吹田東部連盟
●お問い合わせ：

キャプテンの尾上諒伍くん（6年生）は「今
は人数が多くないけど、監督やコーチが一懸
命指導してくれて毎週楽しいです。これから

活躍を夢見て汗を流す。
対象は小学３年生から一般までの男女（小

Tornado Academy
豊中ROOTS
（Facebook）

動し、広く市外からも集まっている。

☆体験は保護者もご一緒ください。
☆お茶当番は原則ありません。

間が増えて欲しいです」。代表の藤本良明さ

●気軽にお問い合せください。

学２年生以下は要相談）。主に豊中市内で活

TEL（090）8166-5841

も試合で勝てるように頑張ります。もっと仲

見学・体験はQRコードから

（岡野）

藤本代表

直コーチ

「仲間が増えてほしい」キャプテンの尾上くんは後列左端。

Dream７
Japan（公式サイト）

普段は各々のチームに所属する生徒たち。

るぞ！」
す
勝
優
で
会
大
大阪
「朝日旗争奪北
カルチャー教室の

己書で年賀状作り

カラダとココロの健康が一番！

～心をこめて新年の挨拶を～

と向き合い、根本的な改善をしていきま

うに文字を描く書です。絵手紙などによく

◆お申し込みはこちらへ

す。
ヨガのポーズや呼吸法で気持ち良く

合い、初めての方でもすぐに味のある字

心身のバランスを整えて、カラダの奥か

を描けます。心をこめた手作りの年賀状

らキレイにしていきましょう。
充実の３連続講座！

を大切な人に送りませんか？

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：11/7（月）18時
案内状お届け：11/9
（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。

11月11日（金）18日（金）12月2日（金）
※今回は3回目が2週間空きます。

講師

中村 真紀子

１４：００〜１５：３０

(なかむら

まきこ）

（2〜3枚程度お作りいただけます）

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）

11月26日
（土）

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）

定 員 / 16名
持 ち 物 / 薄墨の筆ペン1本
（お持ちの方）
受講料/
材料費/

※イメージ

●当日貸出しと販売もあります。

500円（会員外700円）
700円

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。

朝日千里

太田和夫さん

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。

箕面市

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（1句でも可）
◆冬至 ◆白いひげ ◆新大統領

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：11/12
（土）
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

チケットを抽選でそれぞれ５組10名様に！

① わだばゴッホになる

世界の棟方志功

16年11月19日（土）〜17年１月15日（日）
あべのハルカス美術館（大阪市阿倍野区）
大正13年に21歳で上京した青森の青年
は、版画家として成功し、世界のムナカタと
呼ばれた。生涯かけて無我夢中に制作した
木版画の数々や、彩色の美しい肉筆画は生
命力にあふれ、現代の我々の眼にも、常に
斬新に映る。習作期から晩年までの代表作
を網羅し、強烈な個性を発して輝き続けた
偉大な版画家の生涯をたどる。

② 特別展 古代ギリシャ
時空を超えた旅

16年12月23日（金・祝）〜17年4月2日（日）
神戸市立博物館（神戸市中央区）
ギリシャには古代、時代や地域によりさ
まざまな美術が花開いた。青きエーゲ海の
美しい島々からはじまるギリシャ最古の
エーゲ海文明やヘレニズム時代など、西洋
文化の源である古代ギリシャ文明の黎明
から最盛期に至るその壮大な歴史の流れ
を総合的に紹介。

11
12

11

案内等に利用する場合あり︒

佐々木寛太郎さん

服部健さん

新妻よりも舌に馴染んだ母の味

新千里南町

国際化すれど横綱心技体

改田明子さん

改田明子さん

ばあちゃんの口癖時代の最先端

新千里西町

新千里西町

辻美寿々さん

四年後の東京五輪もこのテーマ

青山台

托鉢も道に迷えばグーグルで

桃山台 りゅうこさん

道広廸子さん

家風とは別におせちはデパートで

山手町

石原裕太郎さん

伝統の菓子にチョコ味チーズ味

◆伝統と革新

上新田
バス停

①賞品名②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥あなたの﹁当紙にほしいコーナーとその理由︵例 料理レシピ︶﹂を
明 記 ︒ 月 日︵ 土 ︶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 ︼
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山田東

新千里南町

改田明子さん

辻美寿々さん

お疲れ様カーナビだけに労われ

◆ねぎらい

ビリだけど完走の孫褒めてやる

旦那様心でねぎらい口喧嘩

新千里西町

青山台

吉岡憲子さん

ねぎらえば照れくさそうな子の笑顔

高野台

道広廸子さん

階段にやさしいねぎらい生きている

山手町

ねぎらいの言葉飛び交う老人ホーム

寺内 岸田知香子さん

よそ行きに引きづる様な千歳飴

青山台

●子ども、嫁さん相手にアホなことを言う
（藤白台Sさ
ん・52歳）

岸田知香子さん

●飼い犬ととことん遊ぶ。嫌がっていてもおかまいな
しに（笑）
（上新田Hさん・53歳）

寺内

●山登りをする。登っていると無心になって、
日常を忘
れることができ、すっきりする
（上山手町Mさん・49歳）

ものづくり技と科学のせめぎ合い

●無我夢中でヨガに没頭。体も心もスッキリして「な
んで落ち込んでいたのだろう？」
と思える（山田西Fさ
ん・66歳）

佐々木寛太郎さん

●はちみつ入り梅干しを食べる
（山手町Iさん・47歳）

伝統の祭りに若人新企画

●気分が塞ぎがちな時の散歩は癒してくれる。特に
朝。日が昇り少しずつ青空になり、かぼそい月が残っ
ていたり。道の野草、鳩もいい（上新田Tさん・70歳）

箕面市

●ハードなロックミュージックをかけて１人で踊る
（青山台Yさん・65歳）

山手町 青山美和子さん

●新聞の切り抜きを集めているファイルを見返す。そ
うすると何かヒントになる言葉を見つけられるから！
（新千里西町Fさん・31歳）

◆七五三

虫除けの臭い漂う七五三

●日々我慢している甘いものを思いっきり食べる（古
江台Mさん・52歳）

アップしておてんば娘がすまし顔

気分が落ち込んだ
時にしているコト

平井 浩二

講師

●３回分の受講料。途中欠席返金不可。

１０：００〜１１：３０

焼肉
但馬屋

バス停

己書で味のある年賀状を作ります。己
書とは、型にとらわれず自由に絵を描くよ

N

不二家
レストラン

桃山台駅

はじめての方でも安心してご参加いた
だける日常生活に役立つヨガです。自分

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

リフレッシュ！ヨガ
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