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ふらっと寄って みどりの基地

豊中市立千里体育館（新千里東町）で練習する
SUGAR RABBITS（シュガーラビッツ）が新メン
バーを募集中。メダルを目標に大会に出場した

南千里駅前の千里ニュータウンプラザにある
『千里花とみどりの情報セン
ター』。隣接する交差点に立つと、
プラザの半地下に何やら観葉植物が茂って
いるのが見える。
「園芸ショップ？」
「イベントスペース？」 以前から気になって
いた施設を訪ねてみた。

り、祭りやスポーツ大会などのイベントで地域の
﹁発表会﹂より
︵ 年３月︶

方に「元気 勇気 笑顔」を届けています。（岡野）

坂はちょっと遠いんだけど…」。安田
さんは「江坂と千里で大きな役割の
違いはあれど、市民のための施設に
は変わりません。こちらも園芸の知識
豊富なスタッフがいるので、個人の

▲﹁はなみど﹂ではかわいい
多肉植物も販売中︒

豊中ジュニアチアリーディングクラブ
SUGAR RABBITSが 新メンバー募集!

朝日新聞

つむぐくん

こころちゃん

「元気 勇気 笑顔」届けたい

地元情報

方でも喜んで相談にお乗りします」と
胸を張る。ちなみに安田さんは、鶴見
緑地・咲くやこの花館の勤務経験も

17

SUGAR RABBITS（シュガーラビッツ）

対象は小中学生の女子です

ある樹木医だ。

第16、21、22回西日本チアリーディング選手権大会 敢闘賞・奨励賞

「 課 題は、存 在と役 割 のＰＲ不

●練習場所/日/時間：豊中市立千里体育館/毎月曜日/19:00〜20:45
●コーチ：西村美紀・池田麻衣子・大上紗季 ●月謝：4,500円（16年度）
●お問い合せや見学・体験のご希望は emi̲m̲irs@icloud.com 高柳 迄

取ってもらえるようなオシャレなパン

②

万博鉄道まつり2017

万博記念公園で３月18と19日、「万博鉄道まつ
り2017」が開催された。今年で６回目。全国から
62の鉄道会社が参加。ステージイベント、レア
グッズ販売、ミニ電車の乗車など、日本最大級の
③

屋外鉄道イベントが多数の来場者で賑わった。

④
「阪急と阪神がすき！」
奥田修司くん（３歳）

吹田は市域に６つの鉄道と15の駅（貨物駅含
む）を有する。開催協力した一般社団法人吹田に
ぎわい観光協会の事務局長、林田雪湖さんは「催
しを通じて『鉄道のまち吹田』をＰＲしたい」。林
田さん自身も大の鉄道好きだそうだ。
ト吹田にて、３月末まで『ＪＲ貨物絵画コンクー
ル』作品展示、５月に『大阪モノレールフェア』、
８月に『阪急電鉄フェア』が予定されている。
（岡野）
千里の
鉄道

耳より情報＆まめ知識

読者PRESENT!

藤城清治 光の楽園展

2017年3月17日（金）〜5月28日（日）
大阪文化館・天保山（海遊館となり）

チケットを5組

に

＜重要＞提携店変更情報

インテリアショップ MILES
千里中央・セルシー5F

17年３月末で提携終了。

JTB 関西

・千里中央店 ・イオン箕面店 ・豊中店

17年３月末で提携終了。

花とみどりの情報センター（以下、
通称の「はなみど」）は千里と江坂、

囲まれた喫茶スペースには、半地下
の構造が生きた優しい光が差し込

役割を担う。

ヒーでも飲んでもらえるようになれば

２カ所にある。千里は2012年にオー

例えば、緑 化に関 連するボラン

プンし、運営は初年度が吹田市公

ティア団体に対し園芸指導をしたり、

社、続いてNPO法人緑の蝶々、そし

今年１〜３月には、関西大学建築環

て16年春からは指定管理者として現

境デザイン研究室とコラボして、千

在の株式会社日比谷アメニスが市か

里南公園内で仮設カフェを運営し、

ら委託を受けている。

利用者から公園利活用の意見収集な

施設の目的は「花とみどりの魅力

どを行った。このようなことから江坂

を市民に伝え、花とみどりで市民を

は「うちのみどり」、千里は「まちの

つなぎ、花とみどりにあふれた生活と

みどり」のための施設と言われる。

には、江坂が主に、市民個人への園

宏さんに素朴な疑問。「せっかく市の

芸活動のアドバイスを行っているの

施設なのに、千里はなみどは個人利

この紙面または千里あさひくらぶ会員証を
お持ちの先着
に

に対し、千里は、広域的にみどりと市

用できないの？

●館内インフォメーションカウンターで進呈 ●グループ全員適用

の場にもしてもらえたら」。みどりに

む。「そのうち、ここで美味しいコー

オービィ大阪 オリジナルクリアファイル
期間：2017年3月26日（日）〜5月31日（水）

ごとがなくてもふらっと寄って、憩い

民のつながりをコーディネートする

そこで、総括センター長の安田卓

相談しようにも江

いいですね」安田さんがはにかんだ。

取材が終わりに近づく頃、買い物
帰りの高齢男性が来館した。女性ス

「日本一大阪人パノラマ」2014年 ©Seiji Fujishiro/HoriPro

提携店

緑化でまちづくり担う 園芸相談も
南千里駅前 千里花とみどりの情報センター

まちづくりを実現する」こと。具体的

賞品を持つ広報課の中村さん

阪急 日本初の自動改札機設置は北千
里駅（67年3月）。２番目は？⇒高架後の阪
急伊丹駅（68年11月）
北急 開業は大阪万博に合わせて70年
2月24日。創立は？⇒67年12月11日。今年
はちょうど50周年記念！
モノレール ・今年４月〜定期券値下
げ。通勤・通学ともに！ ・門真市駅から東大
阪方面へ延伸決定！29年開業目指す。

※「クリアファイル」は応募の
必要はありません。

看板の設置などを検討中。「飲み物
の持ち込みが自由なので、特に相談

総括センター長の安田卓宏さん

今後、いずれもエキスポシティ内インフォレス

フレットの配布や、通りから目につく

コケ玉作り講習会︵左上︶
千里南公園で関大とコラボイベント︵左下︶▼

①大阪モノレールでは﹁吊手﹂がよく売れていた︒②阪急は開場早々長蛇の列︒
③北急の開通記念きっぷステッカー︒④ちびっ子が制服を着て無料の記念撮影︒

「鉄道のまち吹田」
を実感

①

足」。そこで今、若い女性にも手に

①賞品名②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥「東京五輪開催へ向け施設・店舗の禁煙・完全分煙ルール
が明確になりますが、あなたのご意見（喫煙中か否かも）」を明記 ※6月号で特集予定です。4月10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4月号Ⓟ係』宛。 ●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。

（編集部より）新しい季節です。心機一転、紙面を縦置きに変えて文字も大きくしました。
スポーツ、地域活動、人など、取材ご依頼をお待ちしています。
（岡野）

3店舗共通

ららぽーと EXPOCITY店

吹田市千里万博公園2-1ららぽーとEXPOCITY1階

TEL：06-4864-8081

イズミヤ千里丘店

吹田市山田南1-1 イズミヤ千里丘別館1階

TEL：06-6384-0015

みのおキューズモール店
箕面市西宿1丁目17番22号 EAST1-1F

TEL：072-749-5100

5%OFF
お会計から
クーポン

有効期限2017年5月31日
※他の割引と併用不可。一部割引対象外あり。
※クーポン1枚につき1回限り有効。
※千里あさひくらぶ会員証は使えません。

タッフとあれこれ話し、笑顔で施設を
後にした。手にはʻ千里はなみど名物ʼ
の多肉植物。吹田のまちにみどりの輪
が広がった。

（岡野）

●千里花とみどりの情報センター 吹田市津雲台
1-2-1（千里ニュータウンプラザ1階）入館無料／駐車
場・駐輪場あり
（有料）／開館10：00〜18：00 毎月
曜・祝日休館※月曜が祝日の場合は翌日も休館／電
話：06・6155・1987／講習会・イベント情報などは
ウェブサイトでも発信。
「はなみど」
で検索。
毎月第一土曜日
「樹木医さんの園芸相談」
を実施。

（取材日：3月1日）

ネットや図鑑では絶対に味わえな

キングスタジオなどを体験した桧谷

い臨場感とドキドキ感がオービィ大

春花さん（小４）は「（ＯＥＶでの体

オオサカ イングリッシュ ビレッジ
20年度に小学校で英語が教科化さ

この日、家族で初めて来場し、クッ

験を）将来英語が必要になるときの

が体験学習を行っている。

自信につなげたい」。一生くん（小

講師の Joey
さんと笑顔で会話
する桧谷一生くんと春花さん▼

れる。「学ぶならやっぱり本場！」と

郵便局、警察署、ホワイトハウスな

６）は「英語を使って両親を海外旅

いうことで、お金を貯めて、休みを

ど23種類の体験ブースがあり、それ

行に連れて行ってあげたい。ＯＥＶに

取って、パスポートを申請して…。で

ぞれにネイティブ英語講師がいる。

はまた遊びに来たい」と夢を膨らま

も、ちょっと待った。我らが地元にも
「アメリカ」がある！

「ダイナソーパーク」では考古学

せていた。

（岡野・難波）

インストラクターの Austin
さん︒
﹁一緒に英語を楽しもう！﹂▼

教育＜楽しむ English!

（取材日：3月7日）

阪にはあった。

オービィ大阪 Orbi Osaka
エキスポシティのオービィ大阪は、

者となり、講師と一緒に砂の中からブ

この日「マウントケニア」でケニア

「遊びながら地球について考える」を

山の極寒を体感した西村蒼空くん（６

テーマに、主に映像を通じて、地球の

歳）は「こんなに寒いのは初めてで

大自然や生き物のたくましさなどを

ビックリ！」
。お父さんの淳さんは「先

体感できる施設だ。

日バリ島旅行でゾウを見て、息子が

SEGA と、地球の神秘を映像化する

生き物に興味を持ったようだ。オー

オオサカイングリッシュビレッジ

ラシで恐竜の化石を発掘、その種類

BBC Earth による共同プロジェクト。 ビィの体験で、より地球に関心を持

（ＯＥＶ）はエキスポシティの体験型

や特徴を英語で学ぶ。参加者は「教

例えば、幅 40 ㍍ × 高さ８㍍の日本最

英語教育施設。吹田市ではこちらで、

育」を意識せず、遊び心と探究心で

大級巨大スクリーンに雄大な自然を

オービィ大阪広報担当の中村七瀬

17年１月から市内全小学校の６年生

自然と英 語に触れられる。講 師の

映し出す「シアター２３．
４」
、
スクリー

さんは「来館者に『地球はすごい！』

Joey Hessさんは「最初、恥ずかしく

ンに映された海中を散歩するように

と感じてもらいたい。遊びながら探求

て話せなかった子も、遊びを通じるこ

深度ごとの生き物を知れる「ブルー

心を育んでほしい」と願った。

とで積極的にコミュニケーションをと
れるように。何度も参加する子は普
段のできごとも伝えてくれたり、英語
の上達を感じます」と話す。

●オオサカイングリッシュビレッジ 吹田市千里万
博公園2-1 エキスポシティ空の広場前／営業10：00
〜20：00 ※年齢により別／入場料500円／1レッス
ン1,000円ほか※税別 ★3ケ月レッスン受け放題の
お得なシーズンチケットあり。詳しくは公式HPへ／問
合せ06・6170・7080

利用者は子どもだけではない。「中
高年の方が、海外旅行前に外国の雰
囲気に慣れるため来場されることも」
（ＯＥＶ営業部 後藤典子さん）
第133回 千里アサコムコンサート

カルチャー教室の

ソプラノ & ピアノ

美容エクササイズ

春の麗しコンサート

バレエの基礎を取り入れ、骨盤・
股関節を整えながら、
美しい立ち姿・
歩き方を身に付けられる人気講座。
講師

末永 悦子（すえなが

えつこ）

ソプラノ松浦

●12名●持ち物：タオル・
バスタオル・飲料水●受講
会場：朝日新聞千里販売
（上新田3-10-21）料500円（会員外700円）

4月13日
（木） １４：００〜１５：３０

お電話 （06）

締切：4/10（月）18時

で検索
ＷＥＢ「千里あさひくらぶ」

ピアノ 次郎丸

１９：００開演

千里朝日阪急ビル1F

智希

入場無料

・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

朝日千里

◆桜

早川百合子さん

山手町 青山美和子さん

楽しみな桜前線北上中

新千里北町

できるはず桜を見上げ深呼吸

青山台 石原裕太郎さん

桜咲く山道歩く老夫婦

服部健さん

渡邊敦子さん

太田和夫さん

寺内 岸田知香子さん

新千里南町

人生の出番待ってるランドセル

◆入学

ピカピカのランドセルにもＧＰＳ

山手町

初産で行かずじまいの大阪万博

山田東

吉岡憲子さん

佐々木寛太郎さん

高野台

太陽の塔も見詰める次の夢

◆大阪万博・カジノ

人類の進歩と調和いまテロ・戦略兵器

箕面市

五十年夢よ再び大阪万博を

道廣廸子さん

桃山台 りゅうこさん

万博の残響さがす塔の中

山手町

文化よりカジノが大事と大阪府市

山手町 俣野喜一さん

万博が今度はカジノ連れて来る

待ちに待った春が
やっと来てくれた

青山台 辻美寿々

締切：4/10
（月）
必着

万博の予定地掘ればごみだらけ

（お題を明記。自作の未発表に限る）

改田明子さん

◆新緑 ◆コイ ◆教育

新千里西町

次号のお題（1句でも可）

万博の後に生まれましたと胸を張り

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）

ソプラノナターリア
・コズローヴァ

4月26日［水］

6872-0031

◆お申し込みはこちら

佳世

﹁日本最大級﹂シアター２３・４

千里あさひくらぶ会員証持参で…①入場
料200円OFF。②CNN cafeのドリンク全品
提携店 100円OFF
（カフェだけの利用可）。※いず
れも本人含む5名まで・他サービスとの併用不可。

たせてやりたい」と話した。

レイヤー」など、13 種類のコンテン

耳より情報は？ 「16時以降は待た

ツが映像・音・振動・においなどで来

ずにゆったり過ごせます。
『ブルーレ

館者を圧倒し、魅了する。

イヤー』では、海の生き物に癒される
ヨガレッスンも実施しています。開催
情報はウェブをチェックしてくださ
い」
。また、当日は何度でも再入館可
能なことや、車いすなどのバリアフ
リーに対応しているのも特長だ。

シン・ゴジラ
公開/2016年日本

総監督・脚本：庵野秀明

日本製ゴジラ復活！ 突如出現した
巨大生物。政府は迅速な対応を迫ら
れるが未知の相手とあって首をかし
げるばかり。あらゆる分野の専門家も
交えて調査。会議に次ぐ会議、会見。巨
大生物暴れる。被害甚大。みんな集ま
れ〜！また会議するよ！という筋書き。
各自の知識をフル回転し大人数で
膨大な台詞を交わして未曾有の事態
に立ち向かう群像劇。前に進み続ける
人間の活動美が颯爽として心地良い。
そこから伝わる希望が清々しい。
（車
椅子の怪獣オタク役でエキストラ出演
したかった！）
危機的状況でも権力欲は忘れない
政治家をどかーんと張り倒すゴジラ。
そんな痛快（？）も織り交ぜつつ、息を
呑む威容を見せつけて威風堂々。ただ
佇んでいるだけで緊迫に包まれて恐
い。その存在は災厄の象徴であり超生
命体でもあり、犠牲者の集積体のよう
でもある。歩みを止めるラストカット
で刹那、人間に見えるものが体内から

（岡野・難波）

マウントケニアでは強烈な
冷風で極寒体験ができる▼
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出てきたような…
一時停止で確
認したい。
災害はいつも突
然やってくるし、原
子力施設、放射能
と共存している現
実も忘れてはなら
な い 。ゴ ジ ラ シ
（「映画.com」
より転載）
リーズの根幹である反核を内包し、た
だならぬ風格をまとい頭から尻尾の
先までめっぽう面白い「シン・ゴジラ」
は絶賛レンタル中！
先月の投稿「市立北町動物園」への
ご感想＆街情報ありがとうございま
す！ 新千里北町の車止め巡りもした
いし、吹田第三中近くにあるというキ
リンの遊具、千里山松が丘のキリン公
園も見に行きたい！
車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.37

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。

千里あさひくらぶ会員証持参で…入館料
200円OFF（1グループ5名まで）。他サービ
提携店 スとの併用不可。
オービィ大阪のみ使用
可。チケットカウンターで会員証提示必須。
●オービィ大阪 吹田市千里万博公園2-1エキスポ
シティ内／営業10:00~21:00（最終入館19：00まで）
1DAYパスポート：大人2,160円／高校生・大学生
1,728円／小・中学生1,296円／幼児864円／3歳以
下無料 ★各種特典の付いたお得な年間パスあり。詳
しくは公式HPへ／問合せ06・6155・7299

非営利なら原則掲載無料

厳選イベント aclub@0843.co.jpまで
おとなの転勤族カフェ…4/21

転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情
報を共有。 4/21(金)10時30分〜12時。千里
文化センター「コラボ」
（ 豊中市新千里東町
1 - 2 - 2 ）にて● 無 料 ● 申 込 み 不 要【 問 合 】
TEL06・6831・4133

千里で和菓子作りかしわ餅とちまき…4/29

全国和菓子協会会員・山川美佐子さん指導
による和菓子作り。 4/29（祝）13時30分〜
16時30分。豊中市立千里公民館（豊中市新千
里東町1-2-2）にて●定員は小学生以上の20
人（小学3年生以下は保護者同伴）●500円●
4/14（金）10時から電話受付。先着順【申込】
TEL06・6833・8090

わくわくファミリーキャンプ…5/3〜4

野外クッキングやキャンプファイアなど。 5/3
（祝）〜4（祝）。わくわくの郷（〒565-0873吹田
市藤白台5-20-1）にて●10組（多数抽選）●
2,800円（小学生以下2,400円）
【申込】往復は
がきに催し名、参加者全員の住所、名前（ふり
がな）、電話番号を書いて郵送。4/14（金）必
着【問合せ】TEL06・6872・0713

コミュニケーション力アップ講座
…5/12・19・26（連続）

基礎編。
うまく人と関われないと思っている人
向け。 5/12（金）、19（金）、26（金）15時〜16
時。ぷらっとるーむ吹田（青少年活動サポート
プラザ 吹田市山田西4-2-43）にて●18〜39
歳 対 象 ● 先 着 1 0 人【 申 込 】4 / 1（ 土 ）から
TEL06・6816・8552又はFAX06・6816・8554
取材・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

