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全日本小中学生ダンスコンクール出場の吹田一中ダンス部
さん（３年）は「２年にとって、
（奨励賞受

振付けも考えた。アメリカのラップ歌手Ｔ

賞の）今回はいい経験になり大きな自信に

―ペインの『Turn All the Lights On』に乗り、

もつながったと思う。まだまだたくさんあ

キビキビと息の合った動きを見せた。最後

る部の課題に気付き、これまで以上に素晴

には、前日の練習まで何度も試行錯誤した

らしい作品を作り上げて欲しい」と願った。

ポーズも決まり、自然と全員から笑顔がこ

顧問の前田阿友美先生
（27）
は
「技術的には、

ぼれた。

この代から始めた練習風景を録画して映像

惜しくも金賞を逃し全国大会の出場権は
得られなかったが、キャプテンの末広まな

通

毎月

届 ！

９月号

2017年

（通巻209号）

つむぐくん

表彰式後︑会場建物内で集合写真︒

第５回全日本小中学生ダンスコンクール（朝日新聞社主催）の西日本大会
中学生部門が８月18日、高槻現代劇場大ホールで開かれた。17組出場の「学
校参加の部」
で、吹田市立第一中学校ダンス部『Ｉｃｅ』
（当日出場３年５人、
２年18人）が昨年度に続き銀賞を受賞、併せて今回から設けられた審査員奨
励賞も受賞した。

メンバーは自分たちで曲を選び、衣装と

朝日新聞

こころちゃん

弾みつく 銀＆奨励のＷ！

地元情報

公園は にぎ やか が一番！

『灼熱！ウォーターバトル』
（千里市民フォーラム主催、吹田市・豊中市千里
ニュータウン連絡会議、両市教育委員会後援）が８月20日、豊中市新千里東町の
千里中央公園で行われた。幼児から小学校低学年とその保護者を中心に約900
人の参加があり、地域の公園で初めて行われる大規模な水遊びイベントは大い
に盛り上がった。

でチェックする工夫が生きた。目標の金賞
に向け半歩前進できた」と評価した。
（岡野）

幼児用大型プール

最後のポーズが決まった︒メンバーに自然な笑顔が︒

水鉄砲バトル

号令がかかると、
『水鉄砲バトル』参
加者たちは、持参したお気に入りの
水鉄砲で一斉に水をかけ合った。中
には 10 ㍍近く届くものや連射できる

70代は遅い？ 補聴器装用の最適年齢
認定補聴器技能者の長江亜矢さんに聞きました
装用の最適年齢は？
日本では 7０、80 代で初めて補聴器

聞く力は加齢とともに低下するが、
聞き分ける力は補聴器で脳を鍛えるこ
とによって維持・回復が期待できる。
「補
聴器はリハビリの道具」でもある。

片耳だけでも大丈夫？

補聴器の聞こえは、服用薬や体調、
天候にも左右されるので、買いっ放し
ではなくこまめな調整が必要。同セン
ターでは、聞こえが気になる人に「耳の
健康対策」をアドバイスしている。また
希望者には自宅まで無料送迎も行って
いる。
（難波）

片耳装用では、正面と片側からしか
聞こえない。両耳に装用することで、音
の方向感覚、距離感、言葉の聞き取り
が向上し、片耳装用より疲れにくい効
果もある。

吹田補聴器センター（「メガネは長江」
内。認定補聴器技能者２名在籍）
【住所】吹田市五月が丘北25-40 ユタカ
ビル1F【電話】0120・412・242【営業時
間】10時〜20時【定休日】毎週木曜

編集後記）
ウォーターバトル取材中、何度カメラを水鉄砲に持ち替えたいと思ったことか（岡野） 補聴器のお話は目からうろこ！ 両親にも伝えます（難波）

ながら必死に攻撃していた。他にも、
公園の地形を利用した水の流れる滑
り台『ウォータースライダー』
、
『幼児
用大型プール』
、風船やシャボン玉を
的にする『水鉄砲シューティング』が
あった。
吹田市藤白台から家族４人で参加
した高原宏彰くん（６）は「ウォーター
スライダーでビューンッと楽しかっ
た！」と全身ずぶ濡れになりながら満
面の笑みだった。

なぜ「ウォーターバトル」？
千里ニュータウン（以下、千里 NT）
に多い「公園」は、住民の少子化や設
備の老朽化などのため利用が低調に

市と市民組織が協同で

人は「聞く力」と「聞き分ける力」が
あり、日々脳を刺激している。難聴は、
言葉を聞き分ける力が低下し、脳が次
第に音を忘れていく。この状態で補聴
器を装用すると、今まで忘れていた音
が突然聞こえ、雑音に感じてしまう。

手 遅れになる前に相 談 を

脳は次第に音を忘れる

聴力は 25 歳をピーク
に低下し、脳から音が消えていく。脳が
音を覚えているうちからの装用がベス
ト。ちなみに英語、フランス語圏では、
日本語との発音の違いはあるが、聴力
に低下を感じた人は 50 代からの装用
が一般的。

補聴器で聴力のリハビリを

ものもあり、飛び交う水の間を縫い

お昼休み風景

利用低調の公園活性化策

午前 10 時に「バトルスタート！」の

を使用するのが一般的。でも認定補聴
器技能者の長江亜矢さん（吹田補聴器
センター＝吹田市五月が丘北）は「そ
れでは遅い」と話します。装用の最適
年齢とその理由、ほかにも補聴器に関
するアドバイスをお聞きしました。

ウォータースライダー

なっている。豊中市が活性化を模索

やかなのがやっぱり一番やね」
。

していたところ、千里市民フォーラム

利用の低調が子どもの遊び場減少

※ からも身近な公園の活用を求める

につながると懸念する人もいた。豊

声が上がったため協同で企画された。

中市本町から家族４人で参加の日本

昨年度も同様の目的で樫の木公園（新

洋介さん（38）は「税金で管理され

千里北町）で『大声コンテスト』など

る公園は、活用されなければいずれ

を実施して今回につなげた。

民間に売却され、宅地になる恐れも

企画の中心となったフォーラムの

あるのでは」と考える。

メンバー田畑千鶴さん（38）は「３人
の子を持つ親として、主婦が持つネッ

イベントは大きなトラブルもなく、

トワークを生かしつつ、公園の主役で

大盛況のうちに終了した。フォーラム

ある子どもたちが楽しめるものを、と

の広報係で、運営の中心となった伊

考えた。地元市の協力があってこそ

富貴順一さん（45）は「千里地域で

実現したイベントで、家族同士が交

は近年、マンション新築で人口が増

流しながら団らんする様子が見られ

えている。そんな人たちにもこのよう

てうれしい」と話した。

なイベントを通じて公園を好きに

参加者の声から
孫の家族と参加した同市上新田の
藤本正さん（71）は「ここは週に１度
散歩で利用するけど、近頃は子ども
が少なくてさみしかった。公園はにぎ

なってもらい、新旧住民の交流を図
る機会にもなれば。参加者の声をも
とに、今後も公園の活用方法を探っ
ていく」
と話した。

（岡野）

※千里 NT40 周年事業で結成された 100 名以上
の市民会員による組織。
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個別指導の無料塾開くよ

9/2千里金蘭大で「教職員によるコンサート」 ９月千里中央コラボに「千里つばめ学習会」
９月２日、千里金蘭大学（吹田市藤白台）で『第 33 回 教職員に
よるコンサート』
（市中学校教育研究会 文化部主催、市教育委員会

の思い出』
、ユーフォニアム独奏
『ミッドナイト ユーフォニアム』

コーラスを５曲披露する。指揮
者は、淀川工業（現、工科）高校
でグリークラブを創立し、全国

練習風景︵７月︶

など。２部では、
「群青」
「ファイ
ト！」など６月から練習を重ねた

大会金賞 12 回の高嶋昌二氏。

の仲間。学ぶ意思はあっても主に経済的な事情で塾に通えない小
中学生が対象で、大学生や社会人のボランティア講師による個別
指導が特徴。学習に取り組む姿勢や基本的な学習の方法から身に
付けられる。
母子家庭に育ち、自身も塾に通えな
かったという学生代表の三与木晃大さん
（３回生、22 歳）は「生徒にとって良き先
生であり、親しみやすいお兄さんのよう
な存在になれたら。普通の塾にはない、
様々な立場の人との出会いの場にもした
い」と話す。

藤白台小音楽専科の藤岡華未教諭（25）は「教え子たちには、先
生が楽しみながら音を作る姿を見てもらい、音楽をより好きになっ

（岡野）

読み込むと︑先生方の
練習風景が見られます︒

●毎週木曜18時30分〜20時30分開講（休日・休館日お休み）。
千里公民館（千里中央文化センター『コラボ』２階）にて●経済
的事情で通塾中でない小中学生対象●定員
15人程度【問合せ】070・5586・4835（三藤）
【申込み】senri.tsubame@gmail.comへ保護
者から
「名前・電話・学年・参加希望日・人数」
を。見学・体験随時。公式Facebookあり。

◆提携店情報…【提携終了】有限会社カービューティサロン関西（茨木市郡） 閉店のため。

申込みはこちらへ

てもらえたら」と願う。
（岡野）
●9/2（土）16時30分開場、17時開演。千
里金蘭大学 佐藤記念講堂（吹田市藤白
台5-25-1、阪急北千里駅徒歩約10分。
駐車場無）にて●どなたでも入場無料

里つばめ学習会』
（村上功代表）は、
当紙７月号で紹介した『吹田―』

﹁親しみやすい兄のようになれたら﹂と
話す学生代表の三与木さん︒

部制で、１部はソプラノ独唱『夏

指揮者の高嶋昌二氏︒

後援）が開催される。主に市内
の現役小中学校教員が出演。２

全国で広がる「無料塾」が、
９月 21日に千里中央で開塾する。
『千

サマーウォーズ
公開/2009年日本

細田 守監督

アニメ映画史上、最高の夏!?

恋に冒険、そして成長。三拍子揃った
ひと夏の青春を心地よく味わえるアニメ
映画。
インターネット上の仮想都市 OZ（オ
ズ）のサービスが、社会インフラの利便
性を向上する。その快適が浸透している
世界にある日、破滅の危機が訪れる。人
間がシステムを制御できず OZ が自我を
持ってしまう。
そこに立ち向かう数学に長けた高校
生、小磯健二。憧れの先輩、篠原夏希
とその家族が彼を後押し。
舞台となるのは、長野県上田市にある
夏希の実家、陣内（じんのうち）家。広
大な敷地の旧家に、夏希の祖母、栄の
90 歳の誕生日を祝うため親戚一同が集
まっている。この面々がそれぞれ個性満
点。にぎやかな大家族の愉快が生活感
たっぷりで和む。シリアスな危機感の緩
和にもつながっている。中でも家族の大

◆ハロウィン ◆衣替え ◆新元号
（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：9/8
（金）
必着

リフレッシュ！ヨガ
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。自分と向き合
い、根本的な改善を。３連
続講座。12名。多数抽選。 タオル・バスタオ

ル・飲料水ご持参
●受講料
（3回分）
1,500円（会員外
※返金不可
2,000円）

中村 真紀子

１４：００〜１５：３０

会場：朝日新聞千里販売
（上新田3-10-21）
リン ジャシュン

リン セイ

ピアノ 林 佳勲

チェロ 林 成

●主催 朝日新聞社/朝日新聞千里販売㈱/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

小中学校教員 歌う・奏でる！

次号のお題（1句でも可）

９月８日・15日・22日（金）

千里朝日阪急ビル1F

・予約不要・立見可

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）

カルチャー教室の

講師

（20：00終演）

入場無料

竹見台 上田憲次さん

心潤すクラシック

お月見に花火が案外似合うかも

チェロ雨田 一孝

新聞は夏休みの間︑
はなみどで展示された︒

はなみどで追加取材もしながら新聞作り︒

ピアノ＆チェロ

かぐや姫月面探査に物申す

新千里東町 新原健市さん

箕面市 佐々木寛太郎さん

第135回 千里アサコムコンサート

（岡野）

朝日千里

◆お月見

秋祭金魚と一緒に月掬う

新千里北町 じゅんたろうさん

太陽の塔とコラボの月見する

高野台 吉岡憲子さん

青山台 石原裕太郎さん

平和食鯨飲馬食で長寿国

◆食欲

秋近く何でもうまいまだ若い

青山台 辻美寿々さん

夏バテを知らぬ食欲メタボ維持

新千里北町 まさたろうさん

昔祖父今はソフトが相手です

寺内 岸田知香子さん

花やみどりのユニークな情報を興味深そうに読んでいた。

勝ち続けひ孫の腕に脱帽す

新聞は夏休みの間、はなみどで展示された。訪れた人は足を止め、身近な

山手町 道広廸子さん

はなみどで、千里あさひくらぶスタッフ（岡野）の講習を受けて紙面にした。

ひふみんもブームに役を買って出る

のみどり組（鈴鹿雅信代表）による「すいたの公園樹木ガイド」を取材し、

新千里西町 改田明子さん

かれた。児童たちは隣接する千里南公園で、NPO 法人すいた環境学習協会

ＡＩに勝つのは案外ド素人

29 日、夏休みの自由研究にもなる、地域の小学生対象の新聞作り教室が開

新千里南町 服部健さん

千里花とみどりの情報センター（吹田市津雲台。通称、はなみど）で７月

さす指のネイル素晴らし棋士ガール

「はなみど」
で新聞作り 夏休みの自由研究にも

今回も多くのご投稿ありがとうございます︒スペースの関係で
全てを掲載できませんでした︒次回もご投稿お待ちしています︒

千里南公園で﹁みどり組﹂の活動を取材︒

花とみどりの新聞できた！

◆将棋

黒柱、栄の人間味が深くて良い。肝っ玉
が大きくて気品があって優しい。
陣内家のアナログ、郷愁誘われる上田
市の風景が、守るべき人間世界の象徴と
なって「OZ のデジタルワールド暴走を
止めなあかん！」と強く思わせ、健二の
奮闘を応援。
劇中で印象的に描かれるアサガオが綺
麗だった。花言
葉は「愛情」
「平
静」
「愛情の絆」
「結束」。
得意分野を
突き詰めること
で未来を拓いて
ゆく。その活気
と可能性を爽快
に体験できる名
「映画.com」
より転載
作！

9/4（月）18時締切

6872-0031

電話 （06）

で検索
WEB 「千里あさひくらぶ」

厳選イベント

非営利なら原則掲載無料

aclub@0843.co.jp

犬猫譲渡会…9/24 ※9月は特別に第４日曜です。
あなたの愛が必要な犬や猫が待っています。ぜひ
優しい手をさしのべてください。通常毎月第3日曜
の11時から15時は、紳士服のオルボ主催の命を
繋ぐ
「犬猫譲渡会」 9/24（日）。紳士服のオルボ3F
（吹田市春日1-15-5）にて。無料駐車場完備●申込
不要【問合】一般社団法人関西ペット協会078・
798・5477、kansaipet@gmail.com
写真：譲渡会より

千里音楽祭…9/10
TagⅣ（豊中市立第九中学校区内4公民分館）が、
5つのグループに呼び掛けて開催するジャズ・シャ
ンソンなど世界の音楽の演奏会 9/10（日）13時〜
15時（開場は12時30分）。千里文化センター「コラ
ボ」
（新千里東町1-2-2）にて●無料●当日会場へ
●豊中市立千里公民館06・6833・8090

世界のおふくろの味…9/30

車いすの映画感想家

AKIRAの

◆お申し込み

vol.41

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。

市内在住の外国人による食文化講習 9/30（土）14
時〜16時30分。ラコルタにて●小学生以下は保
護者同伴●先着30人●500円【申込】9/1（金）か
ら。電話かFAXかメールに催し名、住所、名前（ふり
がな）、電話番号を書いてラコルタ
（〒565-0562吹
田市津雲台1-2-1、TEL06・6155・3167、FAX06・
6833・9851）へ。
取材・編集・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

