新提携

豊中市上新田4-29-3
箕面市小野原西6-12-5

3,000円 以上のご飲食で500円引き！

営 11：30-22：00
年中無休
（L.O.21：30）
豊中上新田店 06-6155-8103
☎ 箕面小野原店 072-730-0560
休

平目岩塩振り柚子握り
380円⇒330円
（税別）
X

蒸しかき3個入り
810円(税別）

☎

第９回 竹見台商店会

第９回クリスマスフェスティバ

月 ４日︑竹 見 台 商 店 街

12

ル︵竹見台商店会主催＝米田純子

会 長︶が

とその周辺で開催された︒地域の

幅 広 い世 代 に 竹 見 台 商 店 街 に 親

しんでもらい︑活性化につなげる

ことが目的︒

会場には︑わたがしや手作りコ

ロッケ︑フラ ンクフル ト な ど の 店

が 出 た ︒ま た ︑和 太 鼓 サークル 野

火の演奏や︑ヤマハ音楽教室の生

徒 た ち に よ る 合 唱 とエ レ ク ト ー

ン演 奏 ︑関 西 大 学 学 生 チーム﹁漢

舞﹂の パフォーマンス な ど でにぎ

わった ︒サ ンタクロースによ る お

菓子の振る舞いもあり︑子どもた

ちは大喜びだった︒

家族４人で来場し た松尾八恵

子さんは﹁４月に静岡から引っ越

してきたが︑こちらはとても暮ら

し やすく地域の方も親しみやす

い︒こ れか ら も 地 域のイベントに

参加したい﹂と話した︒

クライマックスの﹁大抽選会﹂で

は︑直前から降り始めた雨にもか

か わ ら ず︑ガ ンバ大 阪 グッズや 商

店会の商品などを期待し た参加

︵難波︶

和太鼓サークル野火の演奏。

者 で︑この日一番の盛 り 上 が り を

見せていた︒

サンタからお菓子のプレゼント。 「暮らしやすい」。松尾さん家族。

歯を食いしばって力投！
吹田クープス柘植主将

※いずれも他サービスとの併用は不可。

︵ 対 豊能ＢＭファイターズ︶

②いつでも！
「千里あさひくらぶ会員証」
ご持参で

先制２点三塁打を放ちベース上でガッツポーズ！
千里新田ファイターズ上田主将︵ 対 摂津コンドルズ︶

︵税込︶

①今だけ！
「この紙面をご持参の方に」17年1月31日まで

飲食代金の10％OFF!

だ
し
み
第 40 回朝日旗争奪
北大阪大会（開催中）
は

フルスイングの後︑
一塁へ果敢にダッシュ！
千里新田ファイターズ曽根くん︵ 対 摂津コンドルズ︶

磯のがってん寿司 豊中上新田店
箕面小野原店

「2016年・一番印象に残ったできごと」
たくさんのご投稿、ありがとうございます。

ビアトリクス・ポター™生誕150周年

ピーターラビット 展
™

17年2月11日（土）〜4月2日（日）
グランフロント大阪 北館
ナレッジキャピタル イベントラボ

チケットを5組

に

世界中の人々から愛され続ける「ピー
ターラビット」。作者、ビアトリクス・ポター
の人生に焦点をあてながら、日本初公開を
含む200件以上の資料を紹介します。
（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賞品名②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥あ
なたの「好きな本（マンガ可）
とその理由」を明記。1
月16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1月号Ⓟ係』まで。

●東京に住んでいる孫の運動会へ行くと、
リレーでごぼう抜きをして１位になっ
たこと。足の速い孫が自慢（山田西Fさん・67歳）
●悪評のトランプ氏がアメリカ大統領になったこと。
しかし、一部彼の誠実さも見
えてきた（藤白台Iさん・64歳）
●娘に再び２人目が宿ったこと。春に一度途中でだめになり家中で泣いたが、今
度は無事に育っている。来年の５月が待ち遠しい…♥（山手町Uさん・65歳）
●８月下旬、東北海道一人旅で世界遺産の知床半島を訪れ、知床峠から北方領
土の国後島を望んだ。実際目の当たりにしたことで、以前にも増して関心が高ま
り、朝日新聞の特集記事を読むようになった（古江台Iさん・56歳）
●飼い猫が逃げ出し一晩中探した。14時間後、自宅の近くで、雨水用の細い排水
管に挟まって抜け出せないでいるのを見つけた。穴から顔だけ出して泣いてい
たのには笑ったが、神様が捕まえてくれたのかなと感謝（山田北Sさん・28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.201/2016.12.25 ○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

千里地域の朝日新聞に毎月最終日曜日折込み！

月刊

▼

地域のお父さん方が
焼き鳥店を出した。
実行委員会会長
坂之上さん▼

つむぐくん

こころちゃん

1月号

2017年

子どもが戻って来たくなる町に

地域のダンスサークルに
よるステージ︒

豊中市新千里南町で第1回秋祭りを開催

▼

そば、焼き鳥、ラーメン、ギョウ
ザ、から揚げ、ビール、南丘小学
いずれも完売する売れ行きだっ
た 。雨 天で 規 模 は 縮 小され た
が、雑貨などのフリーマーケット
もあった。
パフォーマンスにも地域住民
が出演し「JETストリートダンス
スクー ル」と「ダンスサ ークル
SHOW」によるステージ、
「 天志
道場」による空手の演武が披露
され、会場は大きな拍手に包ま
れた。
また、住民参加型イベント
として、ビンゴ大会や老人クラブ
「新千里千修会」による将棋コー
ナーなどもあった。
今回、祭りを企画した理由を、
実行委員会会長で自身もこの町
で育った坂之上隆司さん（44）
は「町の少子高齢化が進み、特

に小学校の児童数は240人程度

対戦コーナーには行列もできて

と大変少ない。このような状況

いた。
クラブ会長の村田雅彦さ

で、盆踊りや小学校で行われて

ん（73）は「初めて地域の祭りに

いた秋のカーニバルが廃止に

コーナーを出したが、ひ孫のよ

なり、このままでは町の衰退に

うな子どもたちと交流ができて

つながると危機感を持ったか

元気が出る。今後も続けさせて

ら」
と話す。

ほしい」
と目を輝かせた。

また来年度春から、現在は東

祭り終了後、実行委員の木原

泉丘小学校区の新千里南町３

秀明さん（43）は「多数の協賛を

丁目が、南丘小学校区に変更さ

いただいたおかげで実行でき

れるため、保護者や児童が交流

感謝している。ヤル気次第でた

を図ってもらう場にする狙いも

くさん の 人 が 集まることが わ

あった。南丘小５年生の森本ゆ

かった。期待してくれている人が

うなさんは、転入生と仲良くする

いる限り、誰かが動かないと」
と

ために「出会ったら、自分の好き

使命感を燃やしていた。

なことを先に言わず、まず相手

▼

輪投げコーナー︒

校で採れた銀杏などを販売し、

町衰退の危機感と南丘小学校区変更がきっかけ

地域住民や地域店舗が、焼き

坂之上さんは「私も４人の子

の好きなことを聴いてみたい」 をここで育ててもらった親とし
と考えている。

て、恩返しの意味でも、地域の子

将棋コーナーでは老人クラブ

どもたちが大人になって戻って

の会員が、小学生にルールを教

来たくなる魅力的な町を作って

えたり、詰将棋で知恵比べをし

いきたい」
と熱く抱負を語った。

ていた。勝てば賞品がもらえる

（岡野）

盛り上がり過ぎて泣く子まで出たビンゴ大会。
秋祭り共催：南丘校区福祉委員会・南丘公民分館・新千里南町商店会 特別協賛：南丘青少年健全育成会・南丘小学校PTA・南丘小学校パパスクラブ

将棋コーナーに集まった子どもたちを見守る
老人クラブ
﹁新千里千修会﹂
の村田会長︒

11月27日、豊中市の新千里南町会館と近隣センターで「第１回みなみまち秋祭り」
（緑風の街南丘祭り実
行委員会主催）が、地域の50を超える団体や企業などの協賛を得て開催された。当日はあいにくの雨にも関
わらず、主に地域から約500人の来場があり、バラエティ豊かな出店やパフォーマンスなどでにぎわった。

▲

気付きの発信 いつか強みに

エキスポシティで10月29日、障がい者が地域で自立して生活できるよう設置された、吹田市地域自立支援協議
会当事者部会準備会が主催の「みんなのまちのしらべ隊」が行われた。障がい者・介助者が当事者目線で、指定さ
れた場所の不便（便利）な点や、店員の応対などを調べ、誰にとっても住みよい町にするために意見を出し合った。

エキスポシティで障がい者・介助者がバリアフリー調査
同準備会の呼びかけで集まっ

を来店時に貸しだしてくれると

んなで万博記念公園内へ。お弁

た市内在住の障がい者（身体・

良いかも」
とアイデアを話した。

知的・精神）
と介助者の計24人

高齢クラブ 会員増に妙案！

吹田市青山台地区の高齢クラブ「青寿会」が、平成28年に創立50周年を迎えた。住区内を７
つに分けた会をまとめる青寿会連合会長、奥谷英夫さんに、活動内容や現在抱えている問題点
などを聞いた。

50周年迎えた青山台地区「青寿会」連合会長に聞く
青寿会（せいじゅかい）は、青

役をやらされて面倒、というイ

当を食べながら、水谷洋平さん

山台まち開き翌年の昭和41年

メージがある」
と話す。
しかし、そ

家電量販店の前に、ストレッ （精神障害）は「おかしいな、と

に発足した。地域の概ね60歳以

の本質は「高齢クラブにやりが

が、３つのグループに分かれて

チャータイプの電動車椅子を利

思っていることも黙っていたら

上で構成され、公園清掃などの

いを感じていないからでは？」
と

施設内を回った。

用する赤尾広明さんと介助者が

当たり前になってしまう。だから

社会奉仕活動、ハイキングなど

推測する。
「一億総活躍時代と言

ショッピングモール「ららぽー

いると、店員が「何かお探しです

こんな活動が必要」
とポツリ。

の 健 康 促 進 活 動、囲 碁 などの

われる中、
『自分は老人ではな

と」に車椅子で入るには、屋外に

か？」
と尋ねてきた。赤尾さんは

食後に行われた報告会で、同

サークル活動、その他、小学校と

い』
と考える高齢者が多い。特に

あるエレベーターを利用する。 「困った様子を見て優しく声を

準備会代表でもある赤尾さんが

の交流などを行っている。

団塊世代の男性は仕事中心の

１階から乗り、いったん中２階

かけてもらえるとうれしくて思わ 「障がいによって人それぞれバ

会員数は平成28年が368人

生活でやってきたので、定年を

で降りて別のエレベーターに乗

ず商品を買いたくなる。バリア

リアも違う。私自身、バリアとは

で、平成14年に最大の521人を

迎えた後、親睦やレクレーション

り換える必要があるが、そのまま

フリーはビジネスにもつ な が

何か？ と問われると分からない

数えて以降減少が続く。青山台

をして過ごす、
というイメージに

２階まで上がり、目的としない

る」
と話したが、同じく車椅子利

ことが多い。今後も、当事者自身

地区は65歳以上の住民が、吹田

はならない」。実際、青寿会の男

店舗に入ってしまう人が複数い

用者の福西義信さんは「障がい

がまちに出て、良い部分悪い部

市全域の22%を大幅に超える

性構成比は35%だ。

た。
「エレベーターの低い位置

者だからと一律な声かけはいら

分を調べ、発信し続けることが

36%（約2,730人）だが、加入率

奥谷さんは提案する。
「年金

に分かりやすい矢印などがあれ

ない。
『困ったことがあれば声か

いつか強みになる」
と話した。

は約15%と低い。
しかし、
これは

受給年齢が遅くなり、高齢者の

をしている』
という意識は大切。

ば」
という意見が出された。

けを』
という雰囲気づくりを工夫

今回の調査結果は、改めて意

青山台に限ったことでなく、全国

働く意欲は増している。
『社会の

予算は必要だが、例えば独居高

大型書店では、車椅子利用者

して欲しい」
と意見が分かれた。

見を集約し、協議会の全体会に

的に見ても高齢クラブの会員数

役に立ちたい』
という気持ちは

齢者の安否確認訪問など福祉

の池田篤さんが単独になり、店

２時間近くの調査を終え、み

報告する予定だ。

は減少傾向だ。

多くの人が持っているので、高

的な活動で、多くなくとも収入を

齢クラブがそれを実現させる役

得られれば違ってくる」
と話す。

（岡野）
介助者とバリアフリーチェックをする池田さん︵右︶
︒

員に任意の本の場所を尋ね、そ
の応対を確かめた。店員は丁寧
な言葉遣いで、車椅子のペース
に合わせて歩いて本棚まで案内
していた。
池田さんは「僕は1人でいると
子ども扱いされることがあるの
で（今回はそのようなことがな
く）
うれしかった。店員さんを探
すのは大変なので、店員さん同
士が連絡に使っている無線装置

新規加入が減っている理由
を、奥谷さん（75）は「加入すると

割を担えれば」。

りができてそのようなことも防
げる。今はどこでも『高齢クラブ
の高齢化』が問題となっていて
会員数は減少の一途。高齢クラ
ブ自身が変わることで、そんな
状況を改善していきたい」奥谷

教室開催場所

健康！足もみ教室
気持ちいい足ツボ療法で痛みを解消！
第二の心臓と呼ばれる足を揉むことに

だける日常生活に役立つヨガです。自分

より、全身の血液循環を良くし、肩凝りや

と向き合い、根本的な改善をしていきま

冷え性など、病気を改善します。今回は
積した疲れ・ダルさを、足もとから解消し

案内状お届け：1/11
（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。

ます。健康豆知識もいっぱいです。

充実の３連続講座！

1月13日（金）20日（金）27日（金）
１４：００〜１５：３０
講師

中村 真紀子

(なかむら

まきこ）

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）

※病気の治療ではありません。

1月28日
（土）
講師

●３回分の受講料。途中欠席返金不可。

竹見台
マーケット
至南千里

佐々木寛太郎さん

素敵な情景が浮かぶ句から︑思わず吹き出し
てしまいそうな句まで︒掲載作には粗品を進呈︒

箕面市

神っても大谷強し日本ハム

道広廸子さん

寺内 岸田知香子さん

山手町

吉岡憲子さん

ひとりじめ泣いた笑った新生児

◆2016年の振り返り

戦争に行かぬ輩が法を曲げ

高野台

服部健さん

て●無料●申込不要【問合】06・6831・4133

﹁千里あさひくらぶ﹂鼓動は乙女春めぐり来る

新千里南町

一強の終わりを告げた大相撲

桃山台 りゅうこさん

辻美寿々さん

改田明子さん

四季の無いのっぺらぼうの国になる

青山台

よく歩き人の輪に入り年終る

新千里西町

非営利なら掲載無料!!

aclub@0843.co.jp

リオ五輪あれは今年の夏だよね？

厳選イベント

新原健市さん

全ての句を載せられ
なくてごめんなさい

新千里東町

締切：1/16
（月）
必着

円安で元とれるかや外資預金

AKIRA/フリーライター・文字起こし業。豊中市在
住。
「映画レビュー」
と
「街レビ」を交互連載中。

◆豆まき ◆ 我慢・辛抱 ◆ 卒業

（お題を明記。自作の未発表に限る）

山手町 青山美和子さん

vol.35

次号のお題（1句でも可）

煩悩の数は変わらず百八つ

車いすの映画感想家

AKIRAの

◆年末年始の出来事予想

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）

青山台 石原裕太郎さん

広島市江波から呉市に嫁いだ浦野
すずが、戦時下の厳しい状況に直面
しながらも、家族とともに日々を大切
に過ご す様 子を描き出 すアニメー
ション作品。
貴重な砂糖がアリに嗅ぎ付けられ
る危機、限られた食材に工夫を凝らす
食卓、着衣の修繕とリメイク、家族と
の何気無い会話、絵を描く平穏…。そ
ういった衣食住の積み重ね、食べて
笑って眠る幸せ、暮らしの中に宿るあ
たたかさが丁寧に織りなされて実に
瑞々
（みずみず）
しい。
だからこそ、後半の平穏を脅かす
恐怖の理不尽が色濃く鮮明に際立
つ。その動乱の最中、すずは心と体に
大きな痛みを背負ってしまう。だが彼
女は立ち上がる。
喪失したものが、今までに得た思
い出と、
これから経験したであろう架
空の未来。その両方に思いを馳せて
切なさと怒りを噛み締め、そばに愛す
る人がいてくれるうれしさで心を満た

しんいち）

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

足もみ普及活動や若石健康法のスクールも開催。吹田市岸部で「岸部カイロプラクティック治療院」を経営。

としのくれ抜け歯のようにいなくなる

公開/2016年日本 監督/片渕須直 声／のん（北條すず）

し、明るく朗らかに
歩き出す。
安堵感が押し寄
せ る エ ンド クレ
ジットが至福！
！
人の幸せを願う
気持ちのほのかな
喜びが沁（し）みこ
んでゆく上質の人
（「映画.com」
より転載）
間ドラマでありラ
ブストーリーでありました。
鑑賞後、この世界の片隅に生かさ
れていることへの感謝が込み上げて
くる！ みんなが支えあっているから
こそ命は存在しているんだ！ めっ
ちゃありがとう！
この気持ちを、片渕監督と、すずの
声に生命力を与えた女優「のん」さん
にお伝えしたい。サンタさん叶えて！

高山 真一（たかやま

１３：３０〜１５：３０

定 員 / 16名
持 ち 物 / 温茶かお湯・タオル・ハンド
クリーム
受 講 料 / 500円（会員外700円）

ココ
２階

朝日千里

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。

この世界の片隅に

バス停

申込締切：1/10（火）18時

らキレイにしていきましょう。

上新田
バス停
デイリー
カナート

桃山台駅

「風邪予防・冷え症」がテーマ。全身に蓄

心身のバランスを整えて、カラダの奥か

N

不二家
レストラン
焼肉
但馬屋

新御堂筋

はじめての方でも安心してご参加いた

す。
ヨガのポーズや呼吸法で気持ち良く

0843.co.jp/aclub/

さんは力強く話した。 （岡野）

至千里中央

リフレッシュ！ヨガ

◆お申し込みはこちらへ

ＷＥＢ 「千里あさひくらぶ」
で検索

地域で、人知れず孤独死する
入っていれば、人と人のつなが

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）

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

要」
と言う。
「男性にとって『仕事

高齢者がいる。
「高齢クラブに

カラダとココロの健康が一番！

6872-0031

ためには「『報酬（賃金）』が必

創立50周年記念式典で挨拶をする奥谷会長（16年10月、写真＝青寿会提供）

カルチャー教室の

お電話 （06）

その上で、男性会員を増やす

いざというときの生活術…2/5

災害時などに役立つキャンプの技術を学ぶ。
2/5（日）10時〜16時●吹田市内在住の人（小
初詣市内八社総めぐりコース。山田伊射奈岐 オランダ出身の留学生による自国の紹介と生 学生以下は保護者同伴）●定員20人（多数抽
神社〜高浜神社〜江坂神社。約16㎞。健脚向 活の話 1/17（火）10時〜12時。千里文化セ 選）●650円【申込】往復はがきに催し名、参加
き。 1/10（火）9時阪急山田駅集合。16時北大 ンター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）にて●無 者全員の住所、名前（ふりがな）、電話番号と年
阪急行江坂駅解散。雨天決行●500円（昼食 料●申込不要【問合】06・6831・4133
齢を書いて、わくわくの郷（〒565-0873藤白台
持参）
【申込】はがきかファックスにコース名、
5-20-1）へ。1/13（金）必着【問合】わくわくの郷
代表者の住所、名前（ふりがな）、電話番号、人
NHK公開講演会「特別展古代ギリ （TEL06・6872・0713、FAX06・6871・7747）
数を書いて浜屋敷（〒564-0025 吹田市南高
シャ 時空を超えた旅」…1/31
浜町6−21）へ。1/9（月・祝）必着。全員参加可。
神戸市立博物館学芸員による、同博物館で開
催中の同展の見どころなどの紹介 1/31（火）
おとなの転勤族カフェ…1/13
転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情 14時〜15時30分。千里公民館（新千里東町
報を共有 1/13（金）10時30分〜12時。千里 1-2-2）にて●無料【申込】1/17（火）10時から
文化センター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）に 電話受付。先着順【問合】06・6833・8090
※イラストはイメージ。

吹田まち案内人と歩く…1/10

多文化カフェ…1/17

