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新提携！

OSAKA ENGLISH VILLAGE

吹田市千里万博公園2-1

エキスポシティ空の広場前

「おおきくな〜れ」佐竹台小でジャガイモ植付け

「千里あさひくらぶ会員証」
ご持参でいつでも！

入場料200円OFF!
※ご来場の際は、予約状況をご確認ください。

『CNN Cafe』のドリンク全品（Cafeだけの利用も可）

100円OFF!

※いずれもご本人含む５名様まで。他のサービスとの併用不可。

オービィ大阪 Orbi Osaka

ラスの約120人が２月10日、体育

られた種イモを、芽を上に向けて

館裏の畑でジャガイモ（男爵）の

土の上に置き、優しく土をかぶせ

種イモ約300個を植付けた。生活

た後、藁（わら）を布団のように敷

科の取組みで、
「プランター栽培と

いて冬を越す準備を整えた。
田中恒くんは「土の中にミミズ

（４組担任・仲智史先生）」
ことな

がいた。食べてしまわないか心

どがねらい。吹田市市民公益活動

配」。吉川恋葉音さんは「土がやわ

促進補助金交付事業の助成を受

らかくてびっくり。美味しくなって

けたNPO法人すいた体験活動ク

ほしい」
と話した。

☎

新提携！

などと声をかけながら、半分に切

は違う大変さや面白さを知れる

無休
06-6170-7080
営 10：00-20：00
（最終入場19：00）
CNN Cafe 平日10：00-20：00/土日祝8：30-20：00 両日とも（L.O.19：30）
休

吹田市立佐竹台小１年生４ク

収穫は６月の予定。 （岡野）

ラブ（稲山三郎代表）の協力を得

吹田市千里万博公園2-1

て行われた。

エキスポシティグリーンサイド

作業の後、土の付いた手を
自慢げに見せる児童（下）

児童たちは「おおきくな〜れ」

地域住民がアーティスト 青山台で創作展

「千里あさひくらぶ会員証」
ご持参でいつでも！

入館料200円OFF!

青山台市民ホールで２月４・５

日「第10回青山台創作展」が開催

もらうと家で見るよりも素 敵」と
笑った。

※1グループ５名様まで。他のサービスとの併用不可。
※オービィ大阪のみで使用可。チケットカウンターで会員証提示必須。

された。主に地域住民から計44の

また、出展のきっかけは「創作展

EXPOCITYで人気の地球体感ミュージアム…イギリスの
BBC Earthが撮影した地球上の様々なシーンを舞台にし
た13種類の映像コンテンツを通して地球をまるごと冒険。

絵画・書・写真・陶芸・立体物など

まとめ役の橋本学夫さんからのお

の作品が出展され、訪れる人の目

誘い」
と話し、
「玄関に橋本さんの

休

提携店

自家焙煎
珈琲工房

ニシオカ

吹田市山田東2-25-51

山田市民体育館すぐ

絵画を飾っているので、毎日それ

を楽しませた。

無休 ☎ 06-6155-7299 営 10：00-21：00（最終入館19：00）/オフィシャルショップ10：00-21：30

わが子が初めて出展したという

を見て出かける子どもたちは自然

濱田悠介さん
（39）は、紘太郎くん

に絵に興味を持ったのかも。今後

（８）の色とりどりのウロコを持つ

も楽しみながら描いてほしい」
と

魚と、梨沙さん（６）のキャンバス

願っていた。

から飛び出してきそうな猫の絵画
「この紙面持参で」17年3月31日まで

ミックスサンドセット（880円）ご注文の方に

千里あさひくらぶ会員証で

ミニデザートサービス 10%OFF!

は

※いずれも、会員証お持ちの方本人お一人様に限る。他サービスとの併用は不可。

み

だ

し

関大クラブ体験より

40年以上珈琲に携わってきたオーナーが、世界のスペ
シャルティーコーヒーをその時期の一番良い状態で、作り
置きせず毎日焙煎している。後味スッキリの香り高いコー
ヒーをはじめ、ボリュームたっぷりのミックスサンドや日
替わり手作りシフォンケーキも大好評！
休

手づくりの看板（右上）。わが子の作
品を優しく見つめる濱田さん（下）

を見つめながら
「こうやって飾って

いつでもドリンク類全品

（岡野）

月曜日 ☎ 06-6878-8415 営 8：00〜 17：00

（編集後記）取材依頼をたくさんいただきます。
とてもうれしくてやりがいのある反面、紙面スペー
スが少なくてお断りし心苦しいことも…。今号から行間を狭くして文章量を増やしました。
スポーツ
取材などの写真は「千里あさひくらぶブログ」に掲載する場合もありますから、是非チェックしてみ
てください。紙面サイズが大きくなることを夢見て、今後も取材を続けます。
（岡野）
当紙は ●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。
（※一部） 取材・制作／岡野和博（編集長）
・難波倫子
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月刊

千里地域の朝日新聞に毎月最終日曜日折込み！

つむぐくん

こころちゃん

3月号（通巻203号）

2017年

お兄さん・お姉さんは ほめ上手
関西大学（吹田市山手町）で１月22日、豊津中学校区（豊津中・豊津第一小・山手小）の生徒・児童
を対象に「関西大学クラブ体験」が行われた。地域に開かれた大学を目指す関大と、小中学生と大学
生のコミュニケーションを図りたい地域のねらいをマッチさせたイベントで、今年で17回目。

アーチェリー

昼食風景

バスケットボール

関大で地域の小中学生がクラブ体験
小中学生約300人が参加し、 していた石田晴菜さんと夏神和

卓球

チアリーディング

アメリカンフットボール

しい。アメフトはマイナーな分、 いるのでいい刺激になる」。

所、指導者などを大学がバック

14のクラブが受け入れた。原則

空さん（ともに小６）は、
「アメフ

大学から始めても活躍できるの

バスケットボール部の木田朱

アップしている。後者は学生が自

の利点を強調した。

午前と午後の部に別々のクラブ

トは小４から３年連続で体験し

でもっと参加して」
と願った。主

音さん（大学１年）は、ゲーム形

を体験し、昼食も一緒にとって交

ている。普通のボールと違って

催する豊津中学校区地域教育

式の練習でボールを追う子ども

スポーツ振興グループの小川

閉会式で三知矢さんが「近く

流した。

跳びはね方が面白い」
と話した。 協議会の福重敏廣会長も
「この

たちを見つめながら
「私は中学

人気は、なじみ深い硬式野球 「お兄さんたちは背が高くて怖く

主的に運営している団体だ。
隆行さんは「一般に、
クラブは厳

の大学なので、これをきっかけ

催しは小中学校にはないクラブ

か高校の先生になりたいので、 しくサークルは楽しいイメージ

に勉強を頑張ってぜひ入学して

やソフトテニス、卓球などに集

見えるけど、優しく教えてくれる

を体験できる良い機会」
と話す。

できない子にどんな声かけや手

があり、せっかく高校まで頑張っ

ください」
と呼びかけた。松本楓

まった。逆に参加者が少なかっ

し、ほめてくれる」のも毎年選ん

小中学生は体験終了後、大学

ほどきが適切かを考える良い機

たクラブを止めてしまうか、サー

君（中２）は「関大の明るい雰囲

たのが、アメリカンフットボール

でいる理由だ。

会になった」
と話した。

や弓道などいわゆる「マイナー
スポーツ」
だった。

同部主将の岡田勝行さん（大
学３年）は「普段子どもと接する

クルを選ぶことも少なくない」
と

気が気に入った。僕はソフトテニ

ポーツ振興グループ長の三知矢

残念がる。
「でも大学のクラブこ

ス部だけど、
もし入学したらアー

進重さんは「子どもたちの言葉 「大学のクラブ」
メリットは？
大学には「クラブ」
と「サーク

そ、さらに技術を向上させたり、 チェリーに変えるかも」
と体験に

に感 想 文 を 提 出 する。同 大ス

アメフトに参加し、部員と並ん

ことはないが、
この日のための練

はそのまま学生にフィードバック

で走りながら器用にパス回しを

習メニューを喜んでもらえてうれ

している。教職を目指す学生も

ル」があり、前者は活動費や場

就職活動時も含めて社会で通じ
る人間関係作りに役立つ」
とそ

満足した様子だった。
（岡野・難波）

「スポ少」知ってる？

道がつないだ地域活動

服部緑地公園・陸上競技場で１月28日、
「第12回市民少年・少女駅伝競
走大会」が開かれ、豊中市を中心に府内から小中学生約730人が参加した。
主催は、豊中市と豊中市スポーツ少年団。
ところで「スポーツ少年団」
って？

１月21日の朝、吹田市千里山西のイオン南千里店前から新御堂
筋に続く歩道（府道135号）で地域住民による清掃が行われた。終
了後、参加者たちは近くのファミリーレストランで団らんした。

色んなスポーツ楽しめ 人材も育成

千里新田地区のアドプト・ロードで住民が歩道清掃

スポーツ少年団（通称、スポ

してヒーローになれることも」
と

どもでも輝ける場所を目指して

千里新田地区まちづくり協議

少）
と聞いて、その役割を知る人

話す。
「スポ少ならではの活動

いる」。
さらに「高校生以上には、

会（以下、協議会）による活動で、

は余り多くないだろう。

が、子どもたちの生きる自信につ

社会でも通じるリーダー、
フォロ

2012年秋から毎月第３土曜日

ながる。生涯スポーツの出発点

ワー、ファシリテーター（活動を

に行われている。この日は大人

とも言える」

側面的に調整する人）の人材育

11人、子ども10人が参加した。

成も行う」
と存在意義を話す。単

５年前にできた道で一見きれ

一のスポーツだけを追求するの

いだが、参加者はゴミが捨てら

︵大会のようす︶

スポ少は公共性の高い組織

ではなく、幅広い視野で人やス

れやすい場所をよく知っていて、

にも関わらず、
メリットのPR不足

ポーツと関わりながら成長でき

コンクリート壁の排水管からペッ

や少子化などが原因で加盟団

るのがスポーツ少年団の大きな

トボトルを引き出したり、花壇か

は減少の一途。2013年度には

特長だ。

らタバコの吸い殻やティッシュを

この日、同団から小学３・４年

拾ったりした。池田敬祐くん（小

の部に出場し２区１・２キロを

６）は「僕もごみ箱がないと捨て

日本体育協会傘下の組織で、 法、休日に野外活動などを行う

走った大久保咲歩さんは「途中

ちゃうことがあるから気持ちはわ

清掃終了後、参加者に近くの

月にその間が道路でつながった

地域の中でスポーツを通じ青少 「千里中央スポーツ少年団」の

で転んで悔しいけど、完走したら

かるけど、自分の家の周りの道

ファミリーレストランで使える当

ので、同時に地域活動もつなげ

同市に13団あった。
平日に市立新田小で義和拳

年を健全に育成することや、学

団長堤研二さんは「競争性を育

団長にほめられてうれしかった」

だったらみんな捨てないと思う」 日午前限定のフリードリンクチ

ようと考えた」
と話す。
また、協議

校・家庭以外の教育の場になる

てつつも、スポーツが苦手な子

と笑顔を見せていた。 （岡野）

と話した。朝８時から30分間ほ

会会長の諏訪孝子さんは活動

ケット
（協議会予算で購入）が配

ことなどを活動方針とする。現

どでポリ袋６つがそれぞれ軽く られた。子どもたちは「これが楽

のねらいを「街をきれいにする

在、同市の公認団体として７団

一杯になった。

しみ！」
とばかりに、
ジュースを飲

だけでなく、世代間交流や声か

あり、それらをとりまとめるのが

みながらアニメやゲームなどの

け運動も兼ねている。道を歩く

豊中市スポーツ少年団だ。

話で盛り上がっていた。大人た

人にあいさつすると、そのうち自

普段はボランティアの指導者

ちはコーヒーを飲みながら労を

然と相手からもしてくれるように

によりそれぞれの団が、軟式野

ねぎらったり、今後行われる地

なる」
と話した。

見事全員完走した千
里中央スポーツ少年
団員（左）。普段は義
和拳法を習う
（上＝
団提供）

球・バレーボール・拳法など特定
のスポーツを行っている。加えて
年に数回、各団の枠を超え他団
体や学校とともに、今回のような
駅伝・水泳・ボーリング・体力テ
ストや合宿などを行う。

千里中央スポーツ少年団 団員募集

活 動の発 起 人で「アドプト・ りのない人でも、１回でも10分

◎見学・体験随時

豊中市スポーツ少年団本部 【対象者】小・中学生（高校生以上はリーダー・指導者として）

【活動内容】義和拳法・身体能力開発運動の他、野外活動等
【曜日】拳法：火曜・金曜 スポ少活動・野外活動等：休日
えば普段の野球が苦手な子ども 【場所】拳法：豊中市立新田小学校体育館
でも、駅伝で驚くような成績を残 【問い合わせ】団長 堤（090・8931・1941）
senrichuojsc.web.fc2.com

至千里中央

す。
ヨガのポーズや呼吸法で気持ち良く

0843.co.jp/aclub/

申込締切：3/6
（月）
18時
案内状お届け：3/8
（水）
頃

らキレイにしていきましょう。
充実の３連続講座！

3月10日（金）17日（金）24日（金）
１４：００〜１５：３０
講師

中村 真紀子

(なかむら

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）

●３回分の受講料。途中欠席返金不可。

まきこ）

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。

ソプラノナターリア
・コズローヴァ

ピアノ 次郎丸

4月26日［水］

智希

※変更の場合あり

入場無料

１９：００開演

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

改田明子さん

道広廸子さん

山手町 俣野喜一さん

新千里西町

白酒にほんのり赤い孫娘

◆ひな祭

断捨離で生き残った雛飾り

山手町

道広廸子さん

山手町 青山美和子さん

ひな祭老人ホームも華やいで

◆春

春近しうぐいす鳴き方猛練習

山手町

辻美寿々さん

春よ来い出番を待ってるランドセル

はつひこ

春うらら初曽孫小学一年生

青山台

青山台 石原裕太郎さん

春がくる矢っ張り嬉しい陽のひかり

桃山台 りゅうこさん

寺内 岸田知香子さん

吉岡憲子さん

待ちかねた春へ背伸びのチューリップ

◆恋

独居の身想い出たぐる初恋の人

高野台

春風が羽衣ならば逢いたいな

こいがらす

新原健市さん

川柳が浮かぶ生活、
素敵ですね。

服部健さん

締切：3/10
（金）
必着

佳世

（曲目）百万本のバラ…赤いサラファン…黒い瞳の… 私は罪深い女…荒城の月 など

新千里東町

◆桜 ◆ 入学 ◆ 大阪万博・カジノ

（お題を明記。自作の未発表に限る）

ソプラノ松浦

恋鴉もつれほぐれつ空の旅

次号のお題（1句でも可）

新千里南町

「鉄道のまち吹田」自慢の鉄道イベント！

日本最大級の屋外鉄道イベント！ 大人から子
どもまで思いっきり楽しめます 3/18（土）、19
日（日）9時30分〜16時30分。万博記念公園
（千里万博公園1-1）にて●無料●申込不要
【問合】一般社団法人吹田にぎわい観光協会
06・4864・2560

!!

!!

太陽の塔を眺めながらミニ電車に
乗車できるぞ
︵万博鉄道まつり︶

万博鉄道まつり2017…3/18、19

本物のＥＦ２００形式電気機関車
運転台を操作！︵ＪＲ貨物フェア︶

本物のEF200形式運転台で運転操縦体験！
2/2（木）〜3/15（水）10時〜21時。ららぽーと
EXPOCITY「吹田市情報発信プラザInforest
（インフォレスト）すいた」
（千里万博公園2-1）
にて●無料●申込不要【問合】06・6170・1014

ほかにもイベントいっぱい

JR貨物フェア2017…2/2〜3/15

これはマニアック

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

投稿先

手も足も歳相応に恋ダンス

vol.6

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

佐々木寛太郎さん

AKIRAの

【アドプト・ロード】大阪府と関係市町村の
支援を受けて、自治会や団体が自主的に
清掃や緑化等のボランティア活動を実施
している道路。

春の麗しコンサート

竹見台
マーケット
至南千里

箕面市

車いすユーザー

ココ
２階

〒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）

ＡＫＩＲＡさん撮影

僕の地元豊中市新千里北町にはキ
リンがいる。
ゾウもいる。
ウマ、カメ、
リ
スもいる！ コンクリート製です。車止
めでございます。全身で歩行者を守っ
ている！ 先日、朝日新聞でも記事に
なってた。
動物はほかにもあって全９種類。
さ
らに三角形などの幾何学模様もあり
両種類合わせて50カ所以上が設置さ
れている。
まだすべてに出会っていない。
この
町は坂道が多いし、何といっても車止
めは車椅子の難敵…でもある。
タケコ
プターで上空から散策できたら！
存在感抜群。動きそう。夜中に人知
れずウサギとカメが持ち場交換して
たり。見えない力で子ども達の安全を
見守ってくれていそうな雰囲気も。通
勤通学の行き帰りに思わずその日の
出来事を報告したり、悩み相談したり
‥。気持ちが和みそう。50カ所すべて
にドラマが秘められている気がして
きた。
千 里 ニュータウン の 愛 す べ きス

ポット。過去にタイムスリップして設
置作業に立ち会いたい。そして「あり
がとう」
と伝えたい。
そんな車止めは設置から50年を超
え、塗装のはげや破損も目立ってき
た。痛々しくてツライ。塗り直してリ
ニューアルされるといいな。感謝を表
すために、住民みんなで実施できた
らうれしい。僕も参加したい！
１月、キリンに雪が積もっていて可
愛かった！ 話によると、
これと同じ物
が吹田市内のある公園で遊具として
活躍しているらしい。一体どこ!?

（岡野）

デイリー
カナート

寒風をものともせずに猫の恋

市立 北町動物園

たい」
と願っていた。

丁目から砂子谷までの新御堂筋

朝日千里

・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。

心身のバランスを整えて、カラダの奥か
バス停

ＷＥＢ 「千里あさひくらぶ」
で検索

春日の「もぐら会」
さんが春日１

ソプラノ & ピアノ

上新田
バス停

焼肉
但馬屋

だける日常生活に役立つヨガです。自分

桃山台駅

（月〜土（祝日除く）10〜18時受付）

てもらうだけでもいい。街のみな

第133回 千里アサコムコンサート
N

不二家
レストラン

新御堂筋

6872-0031

お電話 （06）

きっかけは「もともとイオンさん

教室開催場所

はじめての方でも安心してご参加いた
と向き合い、根本的な改善をしていきま

しい。通勤中にごみを１つ拾っ

として清掃されていた。12年４

カラダとココロの健康が一番！

◆お申し込みはこちらへ

でもいいので気軽に参加してほ

二郎さんによると、清掃を始めた

を、それぞれ『アドプト・ロード※』

リフレッシュ！ヨガ

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）

ロード・千新」の責任者、村井健

が南千里駅からイオンまでを、 さんと一緒に地道に続けていき

長の井上信雄さんによると
「たと

カルチャー教室の

村井さんは「地域活動に関わ

域活動について話し合った。

