新提携

らーめん専門店
DragonMANドラゴンマン

千里あさひくらぶ

吹田市昭和町10-21

（JR吹田駅南出口から南へ直進200m）

JR吹田駅南出口からすぐのところに今年９月オープ
ンした新店。この夏、惜しまれつつ閉店した千里セル
シー「石曼子」の流れをくむ。鶏白湯のこってりに、魚介
白だしの深みが生きる。一度食べれば伝わる「本気の
（編集部）
一杯」をぜひ！
「千里あさひくらぶ会員証」
ご提示で

第100号

※イベント・提携店情報などは
当時のものです。

08年8月4日発行

濃厚鶏白湯 担々麺 小ご飯付（800円）

ラーメン一杯につき

替え玉1回無料!

グループ全員

年中無休（元旦） ☎ 06-6155-7767
営 11：00-15：00・17：30-23：00
休

スポーツクラブルネサンス
提携店

千里中央

提携店

☎06-6155-0015 千里セルシー2・3F

第141号

イベント、提携店情報がま
すます充実している。サイ
ズはA3両面。

11年12月25日発行

岡野（おかちん）が編集長
になり、独自取材の地域情
報も掲載するように。

本家かまどや
千里中央大通り店

☎06-6835-3759 豊中市上新田4-16-7

第158号

13年5月26日発行

横置き見開きの新聞紙面
風のレイアウトで地域情報
中心に変わる。
「千里あさひくらぶ会員証」
ご提示で

2,160円⇒1,080円!!

「千里あさひくらぶ会員証」
ご提示で

500円お買い上げで 1,000円お買い上げで

︵税込︶

フィットネス１日体験が

20円引き 50円引き

※初めてご利用の方に限定。

創刊第1号
2000年5月11日発行

※ご来店のみ適用（配達は適用外）。

B4コピー用紙の片面に社内で簡易印
刷。
日帰りバスツアーや料理教室など、
読者サービスのイベント情報が中心。
千里アサコムコンサートはこの時既に
第45回。今年12月で132回を数える。

第162号

13年9月29日発行

念願のフルカラー化！サイズも
B3に。そして現在に至る。
（現在
はA3サイズ）

「こうなってほしいな」千里あさひくらぶ
新千里西町近隣センター

千里中央・せんちゅうパル２F

「田辺屋米穀店」さん提供

「手芸ギャラリー はる」さん提供

兵庫県産丹波こしひかり

新千里西町近隣センターが誕生して以
来約50年に渡って、地域の皆様にご愛願
い た だ い て おりま
す。店長自ら生産地
に出向き、厳選され
た質の高いお米だ
けを買い付け、低温
倉庫で保管し販売し
て い ま す 。店 頭 販
売・宅配も承ります。

スキー毛糸 マレーネ

マフラーはいかがですか？ 毛糸の温か
チケットを10組
に
さと手作りの気持ちが伝わります。はるで
ギリシャには古代、時代や地域によりさ
は、30ミリの棒針で編むビックマフラーの まざまな美術が花開いた。西洋文化の源で
講習は、材料費3,024円で行っております。 ある古代ギリシャ文明の黎明から最盛期に
お気軽にスタッフまでお尋ねください。
至るその壮大な歴史の流れを総合的にご
紹介。 （個人情報は賞品お届けの他、商品案内等に利用する場合あり）

（1玉486円税込）

引き換え有効期限：
16年12/31（土）まで

無料引換券を５名に！

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）
クリスマスプレゼントに手作りの帽子や

（1,000円税込）

引き換え有効期限：
16年12/31（土）まで

特別展 古代ギリシャ

無料引換券を５名に！

①賞品名②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥あ
なたの「2016年で一番印象に残ったできごと」を
明記。12月12日（月）必着。当選発表は発送で【ハ
ガキ】
〒560-0085豊中市上新田３-10-21【メール】
aclub@0843.co.jp 【FAX】
（06）6872・0034 『千里
あさひくらぶ12月号Ⓟ係』まで。

貴重なご意見、ありがとうございます。
●「10分でできるおかず」
（東寺内町Sさん・68歳）★「料理レシピ」のご要望多数。
●「健康コーナー」
「ダイエットコーナー」。簡単にお腹の脂肪を減らす方法や成功
体験談など
（千里山東Tさん・68歳）★「健康の秘訣」のご要望多数。
●「小中高生の活動」をもっともっと掲載。元気をもらえる
（古江台Yさん・70歳）
●「ペットコーナー」。動物が大好きなので、ペットのこと、自然の多い千里の野
鳥、生き物などを知りたい（山田北Sさん・28歳）
●「新聞の好きな所や読み方」
「デジタル新聞との併用」
（上新田Tさん・70歳）
●身近なところにみつけた「アート散歩」
「アート情報」
（新千里北町Mさん・52歳）
●会員証が利用できる店舗の紹介。
（どこで使えるか分からず）正直、全然活用で
きてないので…。
（上新田Hさん・53歳）
●意外と知らないところが多そうな「千里の絶景紹介」
（藤白台Sさん・52歳）
月刊千里あさひくらぶは、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・茨木彩都※・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（編集長）
・難波倫子

No.200/2016.11.27 ○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

ビオトープ 生き物救出大作戦！

月刊

千里地域の朝日新聞に毎月最終日曜日折込み！

スズメも舌つづみ 古小米の謎？
吹田市立古江台小学校で11月４日、５年生の２クラス81名が、総
合学習の授業で、中庭の田んぼで育てた稲を刈り、天日干しにした。

中庭の田んぼで５年生が稲刈り
NPO法人すいた体験活動ク

ラブ（稲山三郎代表）協力のも

れて気持ちいい」
と話した。

実は今回、田んぼの半分ほど

時、田んぼの南側は校舎の陰に
なる。北側は日光がよく当たって

捕った生き物を興味深そうに観察する児童︒

おかげ様で

つむぐくん

月号

通巻

こころちゃん

12

2016年

吹田市立山手小学校で11月７日、４年生３クラス約90人が、校内の池
を改修するため、生き物を捕ったり、泥をかき出すʻかいぼりʼを行った。

楽しそう。足が汚れるのを嫌い、
初めは入るのをためらっていた
３組の小林芽衣さんも「気持ち

を落ち着かせてくれる大好きな
ビオトープのために」と、思い
切って作業に参加できた。
児童が一番気になるのがʻ救
出ʼした生き物のゆくえ。稲山さ
んが「逃がした動植物は工事が
終わったら池に戻すよ」
と伝える
と、水が無くなった池をさみしそ

山手小４年生が校内の池をʻかいぼりʼ

うに見つめていた児童に笑顔が
戻った。

と、６月下旬に植えた苗が無農

をスズメに食べられてしまった。 おいしく育ったからでは」
と推測

薬ですくすく育ち、約６平米の

２組担任の田川智規先生は「児

した。稲山さんは「収穫量は昨

小さな田んぼを黄金色に輝か

童はスズメを見つけると、休み

年の２／３。周辺の開発でスズ

㍍の小さな池は、約10年前、自

時間に職員室に報告に来たり追

メのエサが減り集まって来たの

然観察用に造られたビオトー

１組の石津大慈くんは「メダ

をのぞいて報告に来る子も。冬

児童は稲山さんから
「根元か

い払っていた。網の小さな隙間

かも。千里地域の他の小学校で

プ。年月が経ち、池の底に積もっ

カ、
ドジョウ、
フナがいたよ」
と見

に凍った時は、みんなでメダカ

ら株分かれする『分げつ』をよく

を見つけて入り込んだようだ」。

も同じ傾向」
と話した。

た土や落ち葉がヘドロになって

つけた魚を教えてくれた。頭の

を心配した。
この作業で、生き物

観察して」
とポイントを確認して

不思議なのは、食害にあった

刈った稲はひもで束ね、組ん

におったり、
ゴミが溜まって水深

てっぺんまで泥だらけになった

やビオトープをより大切に感じ

田んぼに入った。足をしっかり

稲のほとんどが田んぼの北側に

だ木（稲木）に掛けて干した。児

が浅くなって、生き物が棲みにく

２組の菅沼遥音くんは「泥の感

てほしい」
と話した。

開き、親指を上にして株を束に

集中していたこと。両組の４人

童は「今度こそしっかり守ろう」

くなっていた。

触とにおいは、愛知県のおじい

して持ち、鎌の刃を地面と平行

ずつで組織する『米づくり実行

と自分たちで作ったカカシを周

児童の要望で噴水を設置す

に当てて引いた。2組の男子児

委員』の女子児童（１組）は、そ

りに立てた。田川先生は「苦労し

るなど改修工事を行うことにな

童は「初めてだけど、サクッと切

の 理 由を「 太 陽 が 南 に 昇った

たからこそ自分たちの田んぼに

り、総合学習の授業で、NPO法

なった」
と、そんな姿を見つめて

人すいた体験活動クラブ（稲山

いた。

三郎代表）の協力を得てʻかいぼ

せた。

校庭のそばにある一周約12

お米は精米後約６㌔、お茶碗

りʼを行った。
また今回は、市が主

でちょうど約80杯分が見込まれ

催するすいた環境サポーター

ている。今度は児童がほかほか

養成講座の受講生も参加した。

のごはんを頬張る番。スズメに

ポンプで水を抜いた後、児童

（岡野）
は負けないぞ！

も抜いた。かき出した泥はバケ

ちゃん家の田んぼに似てる！」
と

噴水は来年１月に設置。改修
（岡野）
工事は２月終了の予定。

大阪千里総本店

提携店

暖かくて軽い

WARM & LIGHT
COAT ウォ―ム＆ライト コート
「高機能の生地・中綿による軽さと暖かさ」に加

え、
「洗練されたシルエット」を備えた、機能性とデ
ザイン性を兼ね備えたコートをラインナップ！

☎

はスネまで泥に埋まりながら、

営

06-6387-8988 所 吹田市千里山竹園1-5-1
平日・土日・祝祭日/10：00〜20：00

「この紙面」または「千里あさひくらぶ会員証」
ご提示で

水を張ったタライに逃がした。
また、ヨシやイグサなどの水草

「児童は変化に敏感で、毎朝池

ツ約20杯分になった。

魚や貝、水生昆虫を網ですくい、
すいた体験活動クラブの指導で、稲を稲
（顔は画像処理）
木に掛けて天日に干す児童。

２組担任の鈴木章浩先生は

10%OFF!

店内商品の
お買上総額から

ウォ―ム＆ライトコート

しかもHP割引券および
セットセールと併用可！

※他の総額割引きとの併用は不可。補正代、宅配代は除く。

硬式野球の魅力感じて

「ありがとう」
でつながる 人とまち

少年硬式野球チーム北摂ドリームズが部員募集

「トリック オア トリート！」。吹田市古江台地域で10月30日、
『第４回 古江台 街ぐるみで関わるハ
ロウィン』が開催された。160人の子どもと70人の大人が参加。
アニメのキャラクターや有名人な
ど思いおもいの姿に仮装し、保護者らに見守られながら、地域を巡りお菓子をねだった。

球 児 が バットを 振り抜くと

池田さんはそんな選手たちに

めるだけでなく、礼儀や挨拶な

「カッキーン！」高い打球音を残

目を細めながら
「『何事も楽しく

どもしっかりと身に付けられる

し、白球は青空に向かって鋭い

なければ続かない、好きになら

指導を心掛けています」
と話す。

放物線を描いた。
「これが一度

ないと上達しない、子どもの笑

「野球力＋人間性」を育む北

味わうとクセになる硬式野球の

顔を増やしたい』を考えてチー

摂ドリームズが、見学・体験者を

古江台ハロウィン実行委員会委

魅力の1つですよ」。代表の池田

ムを運営しています。技術を高

募集している。
（岡野）

員長 の 福 原 早 紀さんによると

訪問宅でお菓子をねだる子どもたち︒

吹田市古江台で恒例のハロウィンイベント
イベントの目的は、主催した

「楽しみながら、地域の色んな世

共秀さんは笑う。
北摂ドリームズは99年創部の

代の人同士が交流すること」。仮

少年硬式野球チーム。プロや高

装したりお菓子をもらって楽し

校野球でも通じる
「世界共通・硬

むことに加え、子どもたちが訪

式野球」の魅力を小学生のうち

問先で積極的に挨拶や会話が

から経験できる。特徴は、低学年

できるよう願う。

の内は野球に親しむため軟式

古江台小学校体育館から、20

【見学・体験いつでもお越しください】

球に触れ、高学年から本格的に

のグループに分かれて出発。地

●対象者：小学生の男女。
（野球未経験者可）
●練習日・時間：土曜・日曜・祝祭日の午前または午後の半日。
●練習場所：箕面・茨木・豊中各市の小中学校等のグラウンド
●所属連盟：全日本少年硬式野球連盟（ヤングリーグ）
●お問い合せ：090-4901-9563（代表 池田）

硬式球を使うことだ。
チームはこの秋、野茂英雄氏
が主催するNOMOカップの予選
を突破し、12月に兵庫県但馬で

域の個人宅や北千里駅前商店

☆スケジュールは公式サイト・Facebookで。
「北摂ドリームズ」で検索。
☆当チームは保護者のお茶当番はありません。

行われる本戦の出場権を得た。

街のお店（焼き立てパンとパス

んで得意げな様子。高学年の児

いた。岡田さんが「覚えていてく

タの「ポルヴェレ」、美容院「テル

童が、横断歩道で幼い子どもの

れてありがとう。
これからもまち

ミー・クリニカルデザイン」）、高

手をひき、
「前から自転車がきた

で出会ったらご挨拶してね」と

齢 者 会「 寿 楽 会 」が 待 つ 市 民

よ」
と声をかけて安全に気を配

ホールなど、あらかじめ登録さ

る姿も見られた。

れた場所をそれぞれ計５カ所

お菓子を渡すと、子どもたちは
「ありがとうございます！」
と笑顔

今回初めて訪問先として登録

ずつ巡った。

を返した。

した５丁目の岡田和子さん宅で

古江台は、ニュータウンがで

道中、子どもたちは、見守りの

は、子どもたちが「学校で読み聞

きてから地元に長く住んでいる

大人も知らないような近道を進

かせしてくれた人や！」
と驚いて

人と、いわゆるʻ転勤族ʼの人がい
る地域。引っ越して来て４年目
という神田珠嬉さん（小学１年
生）のお母さんは「イベントに参
加して、まちの雰囲気が良くわ
かった。訪問先の方や参加者さ
んと顔見知りになり、子どもの防
犯にも役立つのでは」
と期待し
ていた。
（岡野）

上級生が先導してまちの中を歩く。

カルチャー教室の

教室開催場所

眼（め）ヨガ

手のツボプッシュでリラックス！

眼ヨガで生活習慣病を改善
全身の健康状態を反映する
「眼」。眼の
疲れは身体の疲れにつながります。今回

サージします。エッセンシャルオイルは、

は、眼ヨガによってさまざまな生活習慣

◆お申し込みはこちらへ

若返りの精油ローズマリーを使用。
また、

病を改善します。
この機会に、眼ヨガの気

手のツボを刺激し、
リンパの流れを良く

持ちよさと効果を体感してください。

6872-0031

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

0843.co.jp/aclub/

申込締切：12/5（月）18時
・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。

天見 佳子

(あまみ

よしこ）

定 員 / 15名
持 ち 物 / 洗面器、タオル２枚
受 講 料 / 500円（会員外700円）
材 料 費 / 500円（全員共通）

ようこ）

新千里東町

新千里西町

笑劇場中露はにやり喝采す

◆新大統領

新原健市さん

改田明子さん

服部健さん

トランプでババ抜きしながら選挙見る

新千里南町

アメリカも人材不足露見した

山手町 青山美和子さん

仲良くね子供も見てる聞いている

冬至よりハロウィーンで格を上げ

◆冬至

寺内 岸田知香子さん

道広廸子さん

大人の転勤族カフェ…12/9

「千里で見つけた私の居場所」をテーマに語り
合う 12/9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●

山手町

不登校も特別支援学級もなく、子ども達みんな
が同じ教室で一緒に学ぶ普通の公立小学校
の取組みを描いた映画 12/6日（火）9時30分
受付、10時上映開始。岸部市民センター（吹田
市岸部南1-4-8）にて●先着100人程度●事前
申込不要●無料（協賛金500円を募る）
【問合
せ】NPO法人なの花 発達障がい児を持つ親
の集い nponanohana21@yahoo.co.jp

ハロウィーンにお母屋とられた冬至かぼちゃ

『みんなの学校』上映会…12/6

辻美寿々さん

主催：朝日新聞社 ほか

非営利なら掲載無料!!

aclub@0843.co.jp

青山台

・予約不要・立見可

(たちばな

いたづきし柚子たっぷりと冬至の湯

１９：００

［火］
日
千里朝日阪急ビル1F

改田明子さん

12 13
月

入場無料

新千里西町

（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

銭湯でゆず投げ合戦いい香り

〜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。

吉岡憲子さん

声楽アンサンブルで贈る
Xʼmasコンサート

厳選イベント

高野台

第132回 千里アサコムコンサート

サンタクロースよい子には内緒よ食事姿

毎回楽しい句の投稿
ありがとうございます

立花 よう子

◆白いひげ

青山台 石原裕太郎さん

締切：12/10
（土）
必着

佐々木寛太郎さん

◆今年の振り返り ◆年末年始の出来事予想

（お題を明記。自作の未発表に限る）

箕面市

次号のお題（1句でも可）

桃山台 りゅうこさん

〒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）

古江台ハロウィン

講師

１０：００〜１１：３０

定 員 / 12名
持 ち 物 / タオル
受 講 料 / 500円（会員外700円）

ヨガ指導歴：32年。立花ヨガシャンテイスタジオ主宰：心斎橋スタジオ本部、神戸、明石その他教室。NPO法人沖ヨガ協会理
事、講師。現在、新千里西町会館において新規にヨガ教室を開講中。

子供には白いヒゲよりプレゼント

投稿先

し

12月12日
（月）

日豪ビューティーセラピー協会講師とコープカルチャー講師を務める。
日本エステティック協会ajestプレミアム認定サロン
LaRose主催。

サンタ来る？きっと来るよとボーナス日

だ

講師

１４：００〜１５：３０

※病気の治療ではありません。

白いひげ撫ぜてサンタのスケジュール

み

れます。

12月９日
（金）

案内状お届け：12/7
（水）
頃

は

することによってリラックス効果が見込ま

バス停

ＷＥＢ 「千里あさひくらぶ」
で検索

N

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

桃山台駅

エッセンシャルオイルのハンドバスと
指先から肘までをホホバオイルでマッ

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）

至千里中央

ハンドマッサージ講座

上新田
バス停
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

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。

（小学生は保護者同伴）●20人（多数抽選）●
400円●往復はがきに催し名、住所、名前（ふ
楽しいクリスマス劇場…12/17
りがな）、電話番号と年齢を書き、わくわくの郷
パネルシアターとんとんPAによる「クリスマス へ 。1 2 / 1 3（ 火 ）必 着 ● わ くわ くの 郷
メドレー」、千里人形劇グループ・ピヨによる （〒5 6 5 - 0 8 7 3 藤 白 台 5 - 2 0 - 1 、T E L（ 0 6 ）
「もぐちゃんのクリスマス」ほか 12/17（土）10
6872-0713 FAX（06）6871-7747）
時30分〜11時40分。千里公民館（新千里東町
冬の野鳥ウォッチング…1/15
1-2-2）にて●未就学児〜小学3年生と保護
わくわくの郷や千里北公園内の野鳥を専門家
者、60人●12/1（木）10時から電話受付。先着
と観察 1/15（日）10時〜11時30分●吹田市
順●無料●豊中市立千里公民館（06）6833・
内在住の人（小学生以下は保護者同伴）●20
8090
人（多数抽選）●200円●往復はがきに催し
名、住所、名前（ふりがな）、電話番号と年齢を
ハンドメイド教室 しめ縄作り…12/23 書いて、わくわくの郷へ。12/21（水）必着●わ
お正月に飾るしめ縄を手づくり 12/23（金・ くわくの郷（〒565-0873藤白台5-20-1、TEL
祝）13〜16時●吹田市内在住の小学生以上 （06）6872-0713 FAX（06）6871-7747）
申込不要●無料●（06）6831・4133

