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５月号

2017年

（通巻205号）

ビーズ「自由」
に楽しんで

吹田市竹見台・桃山台地区で活動する「南千里
ジャガーズ」。低学年から高学年まで仲良く練習
に励んでいます。6年主将の深井康太郎君は「学
校より野球が楽しい！ 学校の休み時間にも野球の

▲池谷さん（左）はヨルバ人のビーズ人形がお気に入り。

開館40周年を記念して４月から中学生以下が観覧無料になった国立民族学
博物館（通称、みんぱく。万博記念公園内）で、特別展『ビーズ―つなぐ・かざる・
みせる』が開催中だ。世界中から約1300点のビーズが時代を超えて集まってい
る。素材に驚き、美しさに魅せられ、
その用途や歴史には目からウロコが落ちるこ
と間違いなし！

仲間とドッジボールをしています。今年の目標は
練習風景︵ 年４月︶

初めてのメダルを獲ることです」。

朝日新聞

つむぐくん

いっしょに野球しよう！

少年野球 南千里ジャガーズが部員募集

地元情報

こころちゃん

学校でも仲良くなれるぞ

千里

月刊
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（岡野）
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南千里ジャガーズ（少年軟式野球チーム）
吹田東部少年野球連盟所属

▲展示品はすぐ間近で観られる。青木さん（左）
と松村さん。

対象は小学生の男女です

●練習場所/日：吹田市立千里たけみ小・桃山台小/毎土・日曜日および祝日
●部費：2,000円/月 ●お問合せ先：06・6831・2246（吉田まで）
第���回

千里アサコムコンサート
途方もない数の色鮮やかなビーズで
飾られた世界中の容器。

形など、さまざまな展示物が並び、そ
の輝きに目を奪われる。

フィンガーピッキングのギタリスト

１９：００開演

青木友莉花さん

ＭＯＭＯ
6月8日［木］

戦場のメリークリスマス…禁じられた遊び…ほか

スイカの種、スズメバチの頭、ヒト

紙 面モデル募 集中

取材に協力してくれるモデルさん募集。
大切な一瞬を紙面として記念に残しま
す。
応募はaclub@0843.co.jpまで。
撮影
データ無料進呈。
性別・年齢不問です。

千里朝日阪急ビル1F
入場無料・予約不要

●主催 朝日新聞社/朝日新聞千里販売（株）/千里あさひくらぶ ほか
●協賛 千里朝日阪急ビル管理（株）/A＆Hホール ほか

受動喫煙特集 投稿募集

５月31日の世界禁煙デーにあわせ、当紙
６月号で「受動喫煙特集」を掲載します。
2020年東京五輪開催に向けて受動喫煙防
止策が論じられていますが、あなたのご意
見をお寄せください。

千里中央・セルシ ーB1と3F

年5月末日提携終了（閉店）

スチックやガラスは、多様な素材の
一部に過ぎない。
今回案内してくれた、同館教授で

チケットを5組

に

チケットを5組

に

①賞品名②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥左上の【受動喫煙特集 投稿募集】に回答してください。※6
月号で特集予定。5月15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5月号Ⓟ係』宛。
●１面の「みんぱく特別展招待券」
も上の要領でご応募を。

●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）毎回皆様の投稿や川柳を読むのが楽しみです！ご投稿ありがとうございます。
（難波） みんぱく記事を明るく飾ってくれた紙面モデルに感謝。
将来の夢は？ 松村さん「体育関係のお仕事」、青木さん「看護師になりたい」。叶えられるようがんばって。
（岡野）

（人 類 学・地 理 学）は「ビ ー ズ
（beads）は、玉 を 意 味 す る ビ ー ド
（bead）の複数形。玉に穴をあけ、ひ
もを通してつないだものを言い、素
材は自由」と話す。
「だから、そろば
んもビーズの一種なんですよ」
また、用途は装飾だけではない。た
とえば古代日本にあった「勾（まが）
玉」は、
「文字がなかった当時、社会
古墳時代の勾玉

リフレッシュ工房オズ B1は提携終了済。3Fは17

「バベル 塔」

の 展
ブリューゲル
2017年4月22日（土）〜7月17日（月・祝） 2017年7月18日（火）〜10月15日（日）
神戸市立博物館（神戸市中央区京町）
国立国際美術館（大阪市北区中之島）
天正遣欧少年使節がたどったイタリア

Rotterdam, the Netherlands

千里中央・セルシ ーB1

読者PRESENT!
ボイマンス美術館所蔵

ピーテル・ブリューゲル１世 ﹁バベルの塔﹂
１５６８年頃 油彩︑板
Museum BVB,

＜重要＞提携店変更情報
創味酒家 鷹ヶ巣
提携終了済（閉店）

「遥かなるルネサンス」

© Gabinetto Fotograﬁco delle Gallerie degli
Uﬃzi

■お寄せいただきたい内容
▼禁煙・分煙に関するご意見やアイデア
（喫煙可能場所・分煙方法など）
▼喫煙者は、
「嫌煙者」へ一言。
▼非喫煙者は、
「スモーカー」へ一言。

材だ。私たちが普段よく目にするプラ

特別展実行委員長の池谷和信さん

パオロ・ヴェロネーゼ︽息子アンテロスをユピ
テルに示すヴィーナスとメルクリウス︾
１５６０ ‐
６５年 ウフィツィ美術館

■投稿要領（右のプレゼント応募要領同様）

の骨…、これらはすべてビーズの素

中学生以下観覧無料のみんぱくで
﹃ビーズ﹄展 開催中

松村琴音さん

館内には、ビーズでできた色とりど
りの民族衣装や装身具、かばん、人

▲無料の体験コーナーでオリジナルビーズづくりが楽しめる。

的地位を示すものだった」
。そう考え

動した」
。松村琴音さんは「ビーズの

られる理由を池谷さんは「中国大陸

はじまりの話と体験が楽しかった」
。

から日本に文字が入った頃にちょうど

松村さんはお母さんに、乳歯を大

勾玉は姿を消したから。文字の導入

切にとってもらっているそうだ。池谷

によって、身につけるもので地位を示

さんは「弥生時代の日本にヒトの歯

す必要がなくなったのです」
。このよ

をつなげたビーズがあった。今は誰

うに、10 万年前に誕生したと言われ

もつくっていないだろうから是非チャ

るビーズが、現代まで歩んできた歴

ンレジして！」と興奮気味。池谷さん

史も興味深く知ることができる。

はビーズの魅力を「管理社会の現代、

参加・材料費無料の体験コーナー
も人気だ。選んだ素材に、スタッフの
手ほどきで穴をあけてヒモを通し、オ
リジナルのビーズ作品をつくって持
ち帰ることができる。またミュージア
ムショップには、かわいいビーズや関
連書籍なども充実している。
池谷さんは「性別問わず、大人か
ら子どもまで楽しめる展覧会を意識
した。ビーズというテーマから、みん
ぱくに来たことがない若い女性にも
来館してもらいたいですね」
。
● ● ● ●
今回、地域在住の新中学１年生２
人が紙面モデルとして取材に協力し
てくれた。青木友莉花さんは「いろん
な国のとってもきれいなビーズに感

個性を自由に詰められるところ」とも
考えている。

（岡野）

●17年6月6日[火]まで開催。10時〜17
時(最終入館16時30分）●水曜休館(5
月3日は開館)●観覧料 一般420円/高
校・大学生250円/中学生以下無料
★万博記念公園駅から無料シャトルバ
スあり※特別展会期中。運行日等詳細はHPで。
★みんぱく入館者は「自然文化園」内
を無料で通行可能 ※無料通行については
自然文化園有人窓口でお尋ねください。

プレゼント
特別展招待券
（本館展示も
観覧可）
を抽選で５組10名
に差し上げます。
当紙４面
のプレゼントコーナーと同
じ要領でご応募ください。

月刊千里あさひくらぶ５月号 No.205
ニュータウン

ＮＴで長く、自分らしく

（広告）

フーレセラピー・ハーブ蒸気浴のお店

カルチャー教室の

千里丘店 open！

リフレッシュ！ヨガ

「戸建向け 住まいのセミナー・個別相談」
開催
豊中市コラボで５月から

原町店に続く２号店開店！
足で癒すマッサージ「フー
レセラピー」の気持ちよさを
是非ご体験ください。

初心者でも安心して参加できる
日常生活に役立つヨガ教室。
講師

中村 真紀子（なかむら

まきこ）

5月12日（金）19日（金）6月２日（金）
１４：００〜１５：３０

●12名●持ち物：タオル・バ
スタオル・飲料水●受講料
1,500円
（会員外2,000円）

お電話 （06）

締切：5/8（月）18時

で検索
ＷＥＢ「千里あさひくらぶ」

６月24日（土） おトクでお洒落なリフォーム＋個別相談

に気付いてもらう。

加齢とともに、町の中・玄関先・家の中の段差が障害に。住み続けるための改善とは？ 住民・設
計者・事業者で話し合いながら解決策をさぐる。

９月23日（祝） 町とつながる庭・みどり＋個別相談

住宅の庭やみどりのあり方を、住む人の趣味や好みの範囲を超えて、まちの景観や住み心地を左
右するものであるという観点で考える。庭のリフォームや楽にできる管理方法の相談も。

10月28日（土） わが家を空き家にしない方法＋個別相談
またユニークなのが「町とつなが
る庭・みどり」。生け垣や庭などのみ
どりが、住み心地やまちの景観を左

高齢化とともに孤立化しがち。でも、庭やリビングを人が集まる空間に変えることも可能。新築時
に交流スペースを確保することも。交流や共有のある住まい方をいっしょに考える。

11月25日（土） 千里で探そう終（つい）の棲家＋個別相談

高齢期の住まいの選択が、高齢者住宅・施設等への住み替え。種類が多く、どれを選べばいいの
か迷う。生活スタイルや費用からふさわしい住宅・施設をいっしょに考える。

チームの仲間ドロイドK-2SOが男
気満点で良い味を出している。
「スター・ウォーズ」シリーズの核心
であると言っても過言ではない本作
は絶賛レンタル中！
彼らのように、表舞台に出ずとも人
知れず社会に貢献している仕事や生
き様はたくさ
んあるので
す。僕もそん
な人生を歩
めたらうれし
い。

﹂より転載
.com

７月22日（土） 住み続けるバリアフリー術＋個別相談

非営利なら原則掲載無料

厳選イベント aclub@0843.co.jpまで

﹁映画

家や暮らしの変化に合わせて手当てするリフォーム。必要なことだけを上手にするのは意外に難
しい。お任せにしないで、オトクでお洒落にできるリフォームをいっしょに考える。

道広廸子さん

り、将来遭遇する可能性のある課題

山手町

「お困りごと」を出し合って共感した

新緑のグラデーションは至福色

５月27日（土） 千里スタイルを楽しもう

●時間帯はいずれも14時〜16時
理想の町・NTがどのようにつくられ、時代とともに千里スタイルと言われる街並みや住まいがど
のようにできたかを振り返る。最後に困りごとをみんなで出し合う。

返る。その後、参加者同士で普段の

服部健さん

ル」と言われる街並みや住まいがで
きたのかを、様々なエピソードで振り

新千里南町

くられ、時代とともに「千里スタイ

●会場：豊中市千里文化センター「コラボ」
（千里中央・新千里東町１丁目２−２）
●定員：40名（予約優先・市外在住の方の参加も可）
●参加無料 ※参加希望セミナーの選択可（全回参加する必要はありません）
●主催：NPO法人 千里・住まいの学校／豊中市 市民協働部 千里地域連携センター
●予約・問合せ：電話０６・６８３１・４１３３（コラボ）

1977年『スター・ウォーズ エピソー
ド４／新たなる希望』の直前にあった
出来事。
帝国軍が銀河を手中に納めようと
建築中の、要塞デス・スターの設計図
入手に挑む反乱軍極秘チーム”ロ―
グ・ワン”の活躍を描く。
ライトセイバー（光る棒…じゃない、
剣だよ）を持てない普通の人間たち
が、命を賭して激戦の渦中へと身を投
じる。
破壊を散りばめたカタルシスとじわ
じわ広がってゆく悲哀。窮地の連続、
白熱の攻防戦をかいくぐってつながる
希望はめっちゃ大きい。
この上ない希
望にむせび泣く！ ラストから10分後
に「新たなる希望」が始まるという胸
熱展開に鳥肌！
”ロ―グ・ワン”が達成した偉業が、
ルーク・スカイウォーカーと反乱軍の
活躍へとつながり、ファンファーレに
結実する。ぶわっ！
（泣）

◆新緑

新緑にホッとしてます花粉症

さんが、理想の町ＮＴがどのようにつ

コラボ・住まいのセミナー「やっぱり千里で暮らしたい！＜戸建編＞

石原裕太郎さん

長山本茂さんと ʻＮＴ研究家ʼ 奥居武

監督ギャレス・エドワーズ

青山台

いの学校（寺脇和雄代表）の事務局

公開/2016年米国

salon-lourdes.jimdo.com/

新緑に心を洗う散歩道

ボで毎月「住まいのなんでも相談」を

スター・ウォーズ・ストーリー

佐々木寛太郎さん

では、主催するＮＰＯ法人千里・住ま

ローグ・ワン

箕面市

山本さんたちは、2010年からコラ

新緑の波のつらなり茶摘女と

けの参加も可能だ。

毎回楽しい句を
ありがとうございます

改田明子さん

別相談にも応じる。興味のある回だ

ＮＰＯ法人千里・住まいの
学校事務局長山本茂さん

が家を空き家にしない方法」「千里
で探そう終の棲家」。２回目以降は個

（岡野）

新千里西町

参加してほしい」と願う。

新原健市さん

術」「町とつながる庭・みどり」「わ

道広廸子さん

締切：5/15
（月）
必着

吉岡憲子さん

で自分らしく住み続けるためにぜひ

俣野喜一さん

フォーム」「住み続けるバリアフリー

◆梅雨 ◆カエル ◆たばこ

早川百合子さん

（お題を明記。自作の未発表に限る）

辻美寿々さん

課題と捉えていないひとが多い。ＮＴ

青山美和子さん

ルを楽しもう」「オトクでお洒落なリ

鯉のぼりあげてもイイかと聞くマンション

次号のお題（1句でも可）

安を抱きつつも、解決すべき自身の

新千里北町 じゅんたろうさん

にいられるのかな…』と漠然とした不

◆コイ

我が家では洗濯物でコイのぼり

法を学べる。

セミナーのテーマは「千里スタイ

新千里東町

不安、潜在する課題がある。

冲天に游ぐコイあり地にはゴミ

山本さんは「居住者は『いつまでここ

山手町

齢者でもそれらを楽に管理できる方

俎板のコイにもなれず恥多し

住宅にも、居住者には様々な悩みや

高野台

建住宅特有の課題を見つけてきた。

風孕みウィンクをして舞う緋鯉

もにそのあり方を考える。さらに、高

桃山台 りゅうこさん

一見、恵まれた何不自由ない戸建

浪人と決めた若さへ応援歌

や景観に配慮しない家づくりなど、戸

千里あさひくらぶ会員証で20％OFF ※重複割引不可

◆教育

山手町

イン担当でもある吉武宗平さんとと

提携店

先生の声も張り切る新学年

くる頃です―（チラシのコピーから）

新千里北町

るなかで、空き家による治安の悪化

家事分担始めが肝心助け合い

ナーで千里キャンドルロードのデザ

青山台

やましい住環境にもお悩みがついて

〒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）

戦中派教育勅語重み有り

行い、くわえてＮＴのまち歩きを重ね

山手町

右するという観点から、造園デザイ

教育を説く人にこそ再教育

「あこがれの千里」も55歳！ うら

営業11：00〜19：00（最終受付18：00）※不定休
吹田市山田南32-8-105 TEL：06・6388・6592

6872-0031

◆お申し込みはこちら

ハーブ蒸気浴

090-3265-2487（予約専用）千里丘店は予約優先（男性可能）

会場：朝日新聞千里販売
（上新田3-10-21）●３回分の受講料。途中欠席返金不可。

投稿先

初回の「千里スタイルを楽しもう」

フーレセラピー

【フーレセラピー】
30分3,000円〜90分9,000円
【ハーブ蒸気浴】
30分3,000円

朝日千里

千里ニュータウン
（以下、ＮＴ）
で戸建に住んでいるひとを主な対象に、豊
中市と地域が協働で、参加無料のセミナー・個別相談会を開く。ＮＴにあら
ゆる分野で深くかかわる人たちが今回、
「住まいの専門家」
として立ち上がっ
た。豊中市千里文化センター「コラボ」
で５月から11月にかけて６回にわた
り、戸建住宅が持つ課題の解決方法をアドバイスしたり、地域とともにより快
適に暮らす方法などを提案する。
※写真・イラストはイメージです。

Lourdes 〜るるど〜

転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情
報を共有 5/12（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【問合せ】
TEL06・6831・4133

千里キャンドルロード展…5/16〜7/2

毎年11月に開催する同イベントの舞台裏など
を紹介 5/16（火）〜7/2（日）。9時〜17時30
分。千里ニュータウン情報館（吹田市津雲台
1-2-1千里ニュータウンプラザ内）にて●月曜
休館●無料【問合せ】計画調整室（TEL06・
6318・6369、FAX06・6368・9901）

ゴーヤで緑のカーテン作り…5/25

ゴーヤを育て、壁面緑化で温暖化防止。講師
は豊中緑化リーダー会ほか 5/25（木）14時
〜16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●定員40名●100円
【 先 着 順 受 付 】5 / 8（月）1 0 時 からT E L 0 6・
6831・4133

わくわくリフレッシュヨーガ…6/1他

車いすの映画感想家

AKIRAの

おとなの転勤族カフェ…5/12

vol.38

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。

自然に囲まれてリラックス効果のあるヨーガを
体験 6/1（木）
・8（木）
・15（木）10時〜11時
30分。わくわくの郷（〒565-0873吹田市藤白
台5-20-1TEL06・6872・0713、FAX06・6871・
7747）にて●市内在住の18歳以上。高校生除
く●18名。多数抽選。保育有●1回300円【申
込み】はがきかFAXに住所、名前、電話番号、
年齢を書き、わくわくの郷へ。5/15（月）必着。
取材・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

