度もホームを踏ませない「完全優勝」

い」と選手たちの頑張りを評価して新

だった。放課後の練習だけでなく、早

たな目標を示した。主将の泉さん
（３年）

朝練習や、雨天などでグラウンドを使

も「夏にはみんなが大きな自信を持っ

えない日の室内練習を重ねた成果だ。

て臨めるように、主将としてチームを
盛り上げたい」と瞳を燃やした。
（岡野）

６月号

2017年

豊中市泉丘地区の市民公益団体『どこボラ
（吉澤久雄代表）』は、03年に同校区
福祉委員会の有志が「新しいタイプの福祉活動を」
と誕生させ、今年で活動15年
目。
「どこでもボランティア」の略称だが、従来のボランティアからはイメージできな
いような多彩な活動で、人とまちを元気にしている。
現在の主な活動は次の５つ。いず

それらの活動報告やイベント告知

れも会員制ではなく、誰でも自由に参

などは、ミニコミ紙『どこボラはっぴ

加できる。

いニュース』で毎月広報し、今年３月

①歩こう会…おしゃべりなどを楽し
みながら歩き、頭と体を活性化。長
距離歩行を目的としない。後に、自由
参加の飲み会まである。
②キッチンプラザ…男性対象の料理
教室。講師はどこボラに参加する男

③お楽しみ講座…地区に住む ʻ普通
の人ʼ を講師に選び、体験談などを話
してもらう。ジャンルは、仕事・趣味・
文学・サイエンスなど様々。
④いずみフォーラム…スイーツを食
女性のための、笑いあり涙ありの２時
間。コーラスもある。
⑤ミュージックカフェ…クラシック・
ジャズなど、良質な音楽を安価で鑑

新提携！

メガネは長江 認定眼鏡士のお店

吹田市五月が丘北25-40 ユタカビル1Ｆ

阪急「五月が丘」バス停前

「千里あさひくらぶ会員証」
ご提示でいつでも！

10％OFF!

お会計から

※他サービスと併用不可。

☎
営

0120・4122・42
10：00〜20：00 休 毎木曜

「会員証」は月刊千里あさひくらぶ発行地域で朝日新聞をご購読中の方に【無料】でお届けしています。
フィンガーピッキングのギタリスト

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

１９：００開演
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

＜重要＞提携店変更情報

長い間のご利用ありがとうございました。

うまいもん酒場 えこひいき 提携終了済（閉店） ホテル サンパティック斑尾 提携終了済（閉店）
千里中央・セルシーB1
千里中央・セルシーB1
北海道 千里中央店
千里中央・セルシー6F

でん 千里店
提携終了済
提携終了済（閉店） 焼肉
古江台・ディオス北千里 8 番館 2F

（編集部より）少しアンテナを伸ばせば、
まちで素敵な活動をしているひとたちとの出会いがあります。
「私たちもこんなことしてるよ」
という取材のご希望は
いつでもお待ちしています（岡野） 千里あさひくらぶで提携してほしいというお店や施設などがありましたらぜひお知らせください（難波）

活動理念は「人の上下を作らず高

会（俳 句）
」
「ギロン会（議 論）
」の活
動にも積極的に参加している。また
月に一度開かれる「運営委員会」は、
スタッフ以外も参加して意見できる。

行われた「はっぴいニュース１００号
記念 放談会」に出席した浅利敬一郎
市長は「自分が楽しみながらやると
いうのがいい。人のためにやっている
というだけなら、どこかでやっぱり無
理がくる。旭丘集会所や泉丘コミュ
ニティールームなどの『場』もうまく

動資金を助成している。

齢者・障がい者はもちろん、老若男
女問わず元気な者たちも含めて、み
んなが楽しみながら幸せになること」
と代表の吉澤さん。
「強い者が弱い者
のお世話をするボランティア活動で
はないんです」
。
講師もどこボラ仲間が務める。人
の役に立ったり、思いを伝えられるこ
とで「自己実現の場」にもなっている。
また仲間同士で競ったり否定する

吉澤さんは今後の課題を「運営ス
タッフの高齢化」と話す。
「でも人集

ことは避け、それぞれが認め合う雰

めも余り背伸びすると続かないので、

囲気づくりをしているという。

楽しみながら若返りを図ろうと思って

そんなスタンスが、普段は自宅に

体「のぞみ会（川掃除）
」
「あすなろ句

豊中市も注目している。今年２月に

利用されている」と評価した。市は、

こもりがちな単身高齢者の参加を促

さらにどこボラ仲間で、地区の他団

る。

市民公益活動推進条例に基づき、活

女性のおしゃべりの場︑
いずみフォーラム

メガネの命はフィッティング…キッズアドバイザー
が常駐し、
お子様一人一人のお顔に合わせたフィッ
テングをサポート！ 子どもフレームの品揃えが豊
富で、
北摂では唯一のスポーツゴーグル取扱店。

男性の料理教室キッチンプラザ︵どこボラ提供︶

第���回

賞でき、最後に全員でコーラス。

には１００号を数えた。

したり、活動の継続にもつながってい

運営スタッフ
︵中央が吉澤さん︶

優勝を喜び合う選手たち︒

べるので、家族に喜ばれるという。

べながらテーマにそっておしゃべり。

千里アサコムコンサート

（通巻206号）

市も注目 泉丘の「新型ボラ」

性から選ばれる。食器の洗い方も学

閉会式の後。芳賀顧問は前列左端。泉主将は前列右端。

届 ！

どこボラはっぴいニュース

顧問の芳賀由貴子教諭（保健体育）

毎月

お楽しみ講座

大阪大会ではベスト８以上を目指した

通

自由参加の多彩な活動 自己実現の場にも

は大会後「この守備力を自信に、夏の

決勝戦︑北上さんが犠牲フライで打点︒

十七中は本大会、予選リーグを含め

朝日新聞

つむぐくん

春季豊能地区大会４連覇の豊中十七中ソフトボール部

月刊

平成２９年度春季豊能地区女子ソフトボール大会の決勝トーナメントが４月
２９日、豊能町立吉川中学校で行われた。豊中十七中（西泉丘）が、決勝戦で箕
面五中を３―０で下して優勝。本大会４連覇を決めた。
またこの優勝で、７月に
ある夏の大阪中学校優勝ソフトボール大会 兼 近畿大会予選のシード権を得た。

地元情報

こころちゃん

夏に向かって瞳を燃やす

て５試合を全てシャットアウト勝ち。１

千里

歩こう会︵どこボラ提供︶

○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（毎月最終日曜日折込）
〇まちネタお寄せください：電話06・6872・0031／FAX06・6872・0034／aclub＠0843.co.jp
大会を通じ素晴らしいピッチングの山内さん︒

月刊千里あさひくらぶ６月号 No.206

いる。今の８０代や９０代は気持ちが
若いですからね」と前向きだ。
（岡野）

月刊千里あさひくらぶ６月号 No.206

タバコ環境 互いに住みよいまちは？
市の施策・読者の意見から考えます

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、受動喫煙防止の法
制化が検討されています。
タバコを吸う人・吸わない人にとってお互いが住
みよいまちとは？ 読者のみなさんと一緒に考えます。
（取材）吹田市立保健センター／豊中市保健所／豊中市環境部美化推進課

（広告）

ます。それぞれ、違反すると過料が

フーレセラピー・ハーブ蒸気浴のお店

科せられることがあります。吹田市で

6・7月キャンペーン!!
フーレセラピー30分
ハーブ蒸気浴 のセット

はさらに一歩進んで、市内全域の道
路や公園などでの「歩きタバコ」は禁

通常6,000円 ➡

止です。

ていただければ」と話します。

境部美化推進課の中川義彦さんによ
ると「まちのポイ捨てで一番多いの

に「空気のきれいな施設」として市の

完全に否定されるのはつらい。ルー

サイトで公表しています。「分煙の飲

ルも大 切だけど、最 後は個人のマ

食店が増えたが煙が漏れる。全面禁

ナーだと思う（４１歳・女性）」。「灰

煙にしてほしい（年齢不明・女性）」

皿が設置されているところでも、人が

といった声が複数あります。今後需

通行する場合はさりげなく場所を移

要が高まるでしょう。

したりタバコを消す。そんな心遣いの

◆吹田・豊中の喫煙率
直近の喫煙率は、吹田市は男性２
２．７％、女性６．２％※１、豊中市は
同１７．８％、同６．６％※2。日本全体
では同２９．７％、同９．７％（１６
年、ＪＴ調べ）で、調査を始めてから
３．７％、同１８．０％（ＪＴ）となっ
ています。
※１「第１回健康すいた２１推進懇談会資料（１６年１０月）」
※２「食と健康に関するアンケート調査報告書（１７年３月）」

◆環境美化の観点から
また両市とも条例により、利用客
が特に多い駅周辺地域を「路上喫煙
禁止地区（豊中市は、路上喫煙禁止

◆禁煙外来に独自助成（吹田）

区域）」に設定し、喫煙所は特定の場

各市のタバコ対策を取材しまし

所に設けています。阪急北千里駅周

た。吹田市ではこの５月より「禁煙

辺の場合、エリア内調査地点での歩

チャレンジ」をスタートしました。保

行喫煙率は、施行直前の０８年１１月

険診療による禁煙治療を受けた市民

が２．２１％だったのに対し、今年２

先着１００名を対象に最大１万円を助

月の調査では０％でした。※3

成する、府内初の画期的な制度です

さらに「環境美化推進重点地区

（事前届出が必要。詳細は市立保健

（同、美化推進重点地区）」ではタバ

センターウェブサイト参照）。同セン

コの吸殻などのポイ捨てを禁じてい

るのでは（50歳代・男性）」。
５月３１日は世界禁煙デー。この機
会にお互いの思いに耳を傾けてみる
ことが、住みよいまちを考える一歩に
なるかも知れません。（岡野）
厚生労働省の「たばこ白書（１６年）
」によ
ると、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中により１
万５千人が受動喫煙で亡くなっています。国
立がん研究センターの非喫煙者の女性を対
象にした研究では、夫からの受動喫煙を受け
ている場合は、夫がたばこを吸わない場合に
比べて、肺がんのうち腺がんのリスクが約２倍
という結果を報告しています。

「千里セルシー」で店舗のシャッターが
目立ってきた。
昨年末の朝日新聞によると、セルシー
側はテナントの賃貸契約を更新しない姿
勢。また、登記上の所有者は大手信託銀
行だが、賃貸収入は東京のとある企業が
得ているという。そのためかテナント側と
の話し合いがスムーズにいかず空き店舗
につながっている。
このまま閉店ラッシュ
を待つのは寂しいし、
ましてや単なるマン
ション群になったら…。
地 域 住 民 にとってセルシーは、スー
パー・書店・雑貨屋などでのお買い物や、
各ジャンルが揃う食事処など、日常生活
に欠かせないもの。さらに、ゲームセン
ターでの遊び（昔はボウリングもあった）
や、セルシー広場でのイベント観覧など、
息抜きの場にもなっている。72年の開業
からたくさんの思い出が保存されてきた
「歴史」ある場所。
どうか無くならないでほ
しい。
妄想。僕が人生大逆転で突然の超資産

３階・ゲームセンターの屋外遊園地で
機関車に乗るＡＫＩＲＡさん︵ 年頃︶

積み重ねが、喫煙者への印象を変え

一番高かったのは１９６６年の同８

解体？それとも蘇り？

77

車いすユーザー

AKIRAの

vol.７

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。

辻美寿々さん

りました。「国が認めているタバコを

青山台

配布し、受動喫煙を避けたい人向け

改田明子さん

喫煙者からは次のような意見があ

厳選イベント

新千里西町

所に市独自の禁煙表示ステッカーを

青山美和子さん

い寛大な心で接して（５６歳・男性）

千里セルシー

山手町

して両者は歩み寄れるのでしょうか。

家になったら、セルシーを買い取り、大型
客船やローマのコロッセオを模したとい
う現状の建物とセルシー広場は維持！ た
だし耐震補強はしっかり施して、店舗併用
住宅へとリノベーション！ 地下１階〜地
上３階は店舗に、４階以上は住居に。広
場では、夏・秋祭りなど住民参加型交流も
定期的に！…
ともかく、
「歴史」を解体しないかたちで
生まれ変わってくれたらうれしい。新たな
千里のシンボルとして！

早川百合子さん

の実現を目指す」としています。果た

また、禁煙に取り組む店舗や事業

新千里北町

を入れたい」。

俣野喜一さん

歳・女性）
・しっかり分煙してすみ分けを。お互

山手町

れない方が協調して共存できる社会

道広廸子さん

煙率低下のためにも教育には特に力

山手町

煙・分煙対策が進んでいない（５０

締切：6/12
（月）
必着

服部健さん

ＪＴは「たばこを吸われる方、吸わ

新千里南町

ことが重要と考えている。将来の喫

岸田和香子さん

・以前住んでいた東京より、大阪は禁

◆海 ◆ウナギ ◆物忘れ

（お題を明記。自作の未発表に限る）

寺内

◆互いに住みよいまちを考える

新原健市さん

んは「子どもは、一本目を吸わせない

新千里東町

している（８１歳・女性）

次号のお題（1句でも可）

吉岡憲子さん

め影響力は小さくないのです。

行っています。市保健所の加嶋隆さ

高野台

根拠をもって教える「防煙教育」を

店が多い。そういう店を選んで利用

石原裕太郎さん

・最近、フロアを分けて分煙する喫茶

青山台

数でも、煙は広がり、吸い殻は残るた

佐々木寛太郎さん

で、喫煙や受動喫煙の影響を科学的

た。（以下、一部抜粋）

箕面市

す。ルールを守らない人はたとえ少

桃山台 りゅうこさん

豊中市では、希望する小中学校

新千里北町 じゅんたろうさん

が吸い殻で、車からのもの」だそうで

（左）
「禁煙チャレン
ジ」のチラシを持つ
吹田市立保健セン
ター の 黒 木さん。
（下のQRコードを
読み取ると詳しい
説明のページにリ
ンク）

子だくさん梅雨空にらみ洗濯し

喫煙者が多過ぎる（５３歳・女性）」

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）

◆梅雨

梅雨の時季私の髪の毛湿度計

歳・女性）」という意見も。豊中市環

ネット予報てるてるぼうずの出番無し

煙に取り組むきっかけとして利用し

雨あがり草木輝き鳥歌う

惑をかけているという意識が少ない

（右下）千里中央に
設 けら れ た 喫 煙
所。

梅雨にぬれあじさいの花色変る

「ポイ捨てがとても腹が立つ！（４０

◆カエル

無事カエルお守もり持たせ旅に出す

るという調査結果も。この制度を禁

◆たばこ

アマガエルなびく葉の上ハンモック

非喫煙者からの投稿で、「周囲に迷

朝日千里

090-3265-2487

四苦八苦小遣ひねる愛煙家

（５４歳・男性 同様の意見複数）」、

はて面妖百四十六歳の煙草好き

の禁煙成功率が５割程度に達してい

紫煙立つ丁半ばくちの命賭け

を募りました。６０近い意見の大半が

（右上）北急桃山台
駅周辺の側溝に捨
てられた吸殻。

一服のたばこのけむり極楽だ

追い抜くが、また前の人も吸っている

貼紙が見えない顔で一服し

５回の治療を完了した人は、その後

悪ぶって気取って真似てみた紫煙

案」や「喫煙者・非喫煙者への一言」

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
千里あさひくらぶ会員証 予約
千里丘店予約
優先（男性可）
で20％OFF！
！※重複不可 専用

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

あの頃は会議室でも煙ってた

歳・女性）」、「歩きタバコが苦痛で

性）」など厳しい意見が目立ちまし

4,000円

※会員割引適用不可

しかし「禁煙表示があっても（その

ターの黒木隆介さんは「１２週間で計

◆子どもへ重点啓発（豊中）

千里丘店 open！

千里丘店ではハーブ蒸気浴も加わりました。
身
体を芯から温め婦人科系疾患にも効果があると
言われるハーブ
（よもぎ）
蒸しもおすすめです！

◆ルールの限界？

当紙４・５月号で「受動喫煙防止の

所 に喫 煙 所 を 作って（５９歳・女

salon-lourdes.jimdo.com/

※3「吹田市 路上喫煙禁止地区における歩行喫煙率調査結果」

そばで）吸っている人が多い（６４

「（非喫煙者の）迷惑のかからない場

Lourdes 〜るるど〜

非営利なら原則掲載無料

aclub@0843.co.jp

平和映画会「リリー・マルレーン」…6/7他

第二次世界大戦中、独・英双方の兵士から愛さ
れた名曲にまつわるドラマ 6/7（水）、8（木）、
10（土）、11（日）、14（水）、15（木）14時〜16時
15分。吹田市立平和祈念資料館（吹田市津雲台
1-2-1千里ニュータウンプラザ内）にて●無料
【問合せ】06・6873・7793

おとなの転勤族カフェ…6/9

転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報
を共有 6/9（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】06・6831・
4133

さくらんぼ種飛ばし 大阪豊中グランプリ…6/24

大阪国際空港就航都市・山形県東根市の特産
品サクランボ「佐藤錦」
を使用。参加賞あり
6/24（土）12時〜15時。受付は11時30分から。
せんちゅうパル（豊中市新千里東町1-3）にて●
定員500名●当日会場。先着順●無料【問合せ】
豊中市空港課06・6858・2096

自然素材のハンドメイド教室…7/1

千里の竹を使って七夕飾り作り。 7/1（土）13
時〜16時。わくわくの郷（〒565-0873吹田市藤
白台5-20-1TEL06・6872・0713、FAX06・6871・
7747）にて●市内在住の人。小学生以下は保護
者同伴●30名。多数抽選●400円【申込み】往
復はがきに催し名、参加者全員の住所、名前
（ふりがな）、電話番号を書いてわくわくの郷
へ。6/12（月）必着。
取材・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

