○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）
〇ご感想・取材依頼等お寄せください 電話06・6872・0031 FAX06・6872・0034 aclub＠0843.co.jp

2017年10月6日（金）〜11月19日（日）
-富士を超えて- あべのハルカス美術館（あべのハルカス16階）

「北斎」

大英博物館
国際共同プロジェクト

Bb（ビィビィ）箕面船場店

天然温泉「水春」併設

24時間遊び放題！北摂最大級のアミューズメントパーク！
★おもしろ遊びアイテム100種類以上 108円/15分！
★カラオケ最先端機器（100インチモニター）導入！
★千里中央駅・北千里駅から無料送迎バスあり！
「千里あさひくらぶ会員証」
ご提示でいつでも！

20％OFF!

※満喫パック、他券との併用不可。1枚で1グループ様迄

☎

072-726-3955

営

24時間営業

休

年中無休

ホップ！ ステップ！ 五輪！

玉川体操クラブ（吹田市高野台・玉川学園幼稚園内）所属の池田陽花さん（中
２）
と木下美月さん（中１）が、８月に横浜市で行われた五輪選手育成が目的の
「全日本ジュニア体操競技選手権大会」女子Ａクラス個人総合で、
それぞれ金・銅
メダルに輝いた。東京五輪に向けて大きな一歩を踏み出した２人に迫った。

はるか

● 池田陽花さん
幼稚園年少のとき、３歳上の兄の
影響で体操を始めた。笑顔のなかの
真っすぐな瞳が印象的な 14 歳だ。
得意の段違い平行棒はＤ難度の
「イ
エーガー（後ろ振り前方開脚宙返り
懸垂）
」を成功させて種目別でも優勝。

10月末〜11月初旬にかけ順次

平均台・ゆか・跳馬の安定した演技

日頃は、提携店でおトクに使える「千里あ
さひくらぶカード（会員証）
」をご愛顧くださ
いましてありがとうございます。
現在お持ちのカードの有効期限は 11 月末
日までです。そこで 10 月末〜 11 月初旬にか
けて新しいカードを順次お届けします。
新カードは、新聞代金訪問集金のお客様
には集金時にお渡しし、カード払い・振込み
のお客様には領収証とともにポストにお入れ
します。どうぞよろしく
お願いします。

で総合優勝につなげた。
「練習を多く
積んで自信があった」と胸を張るが、
実は大会参加が危ぶまれるアクシデ
ントに見舞われていた。
７月、本大会予選の「西日本大会」
直前のトレーニング中、下半身に重
傷を負い、手術を要して３日間入院し
た。担当の藤林宏彰コーチからは、
今季の大会出場を自重するよう勧め
られ、母には競技そのものの継続も

＜重要＞提携店変更情報
がってん寿司 豊中上新田店 提携終了済（閉店）
豊中市上新田 4-29-3

※箕面小野原店は継続。

ABC マート 千里セルシー店 提携終了済（閉店）
千里中央・セルシー1F
だ
し
み
玉川体操クラブ
は

鮨 淡路

提携終了済

鷲羽ハイランドホテル

提携終了済

豊中市柴原町 3-6-45
岡山県倉敷市下津井吹上303-17

編集後記）千里・住まいの学校の山本茂さんが急逝されました。いつも私の稚拙な記事を褒めてくれ、その言葉を励みにしていました。改めて感謝・合掌（岡野）

心配されるような状態だった。
でも池田さんは「夢を諦めたくな
い」と、もう１人の担当、中嶋真弓コー
チに相談、出場の意志が固いことを
確認した。自宅で母に伝えると「そこ
まで強い気持ちなら応援する」と認
めてくれた。その報告を受けた中嶋

コーチは「涙が止まらなかった」とい

度も往復してはマットに飛び込む。

う。藤林コーチは「陽花の弱点だった

空中で何を考えているのか尋ねると

『弱気』を、今回のできごとで克服し

「無心です」と笑ったが、
「体操競技

た」と評価した。
みづき

● 木下美月さん

で音楽があるのは女子のゆかだけ。
観ている人に喜んでもらえる演技を
身に付けたい」とも。

予選の西日本大会では１位通過。
それだけに本大会の銅には満足して
いない。池田さんとは僅か0．
35点差。

藤林コーチは２人が互いに切磋琢
磨する姿に目を細める。
「コーチが特

「平均台の落下が無かったら…」思い

に何も言わなくても自分たちで考え、

出して唇を噛むが、
「もしも、の話は

相談しながら練習している。苦しいト

ダメですね」といつもの愛らしい笑

レーニングも、２人でいるから耐え抜

顔に戻った。弱冠 13 歳とは思えない

けるんだろう」

木下さん 観客魅了したい

パック料金
ご利用の方全員

千里あさひくらぶカード更新

（通巻210号）

この切り替えも強さの秘訣だろう。
動くのが大好きだった女の子が、

また、玉川学園幼稚園の粉川雅至
園長は「２人は園としても大変誇らし

幼稚園年長のときに体操クラブを見

い。でもこの活躍は、毎日の送迎など

学し、一目でとりこになった。自分で

ご家族の支えがあってこそ。感謝の

選んだ道、練習がどれだけ厳しくて

気持ちを忘れないで」と話した。

も続けてこられた。でも昨年、成績が

２人は今回の結果を受け、ジュニ

上がらないことに悩み「正直やめた

ア日韓代表選手に決定した。12 月に

い」と落ち込んだことも。だから今回

は韓国で行われる合同合宿に参加す

の結果は「続ける励みになった」
。

る。これは、日本女子体操界のエース

得意なのはゆか。
「１回半―２回ひ

寺本明日香さんも辿った道だ。千里

ねり」の大技に挑戦中だ。試合で確

ニュータウンの地から五輪選手が出

実に決めるため、練習用のゆかを何

る日が待ち遠しい。

（岡野）
４面に関連写真

左から︑藤林コーチ︑池田さん︑木下さん︑中嶋コーチ︒

新提携！

箕面市船場東3-13-11

市教育委員会事務局 学校教育部教職員課
講師担当まで TEL 06・6155・8687

10月号

2017年

池田さん アクシデント乗り越え

①賞品名②〒住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥あなたの「風邪の兆候を感じたときに行ってい
る、風邪を引かずに済む方法」
を明記（例：すぐ寝る）。10月13日
（金）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10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。

吹田市立小・中学校講師登録の募集
●勤務期間 教職員の出産休暇や病気休暇の
期間中など
●勤務場所 市内の小・中学校
●対
象 小・中学校のいずれかの教員免
許状を所有する人
●勤務時間 午前8時30分〜午後5時00分
（休
憩時間45分を含む）
●基本給与 常勤講師…４年制大学卒業の場
合、
大学新卒
（４年制）
約236，
000円＊金額は平成28年
10月1日現在。
●登録方法 教職員課まで電話連絡の後に面
談 ＊面談時に履歴書を持参。
●そ の 他 非常勤講師
（時間講師）
の登録も
行っています。

届 ！

いずれも９月９日撮影

︽雪中虎図︾嘉永２年︵１８４９︶個人蔵︑ニューヨーク

代表作「富嶽三十六景 神奈川沖浪
裏」は、世界で最も知られる作品のひと
つです。その構図の斬新さ、デザイン
性、一瞬を捉えた魅力の数々を、人々は
愛してやみません。この名作を残した
北斎とは、どのような人物だったので
しょうか。大英博物館との共同企画であ
る本展では、日英の第一線の浮世絵研
究者が、北斎の人物像や精神性を解き
明かします。

（随時）

毎月

ゆかの練習でポーズを決める木下さん︒

に

通

つむぐくん

小学1〜5年生及び、中学1〜2年生の男女。原則片山小・
千里第一小校区を中心とする地域在住の方対象●毎週
土日祝日（3年生以下10〜15時、4年生以上10〜17時）練
習。中学生は平日練習あり。JR宿舎内グランド（片山町2）
を中心に片山小・片山中グランド等にて●見学・体験は
いつでも手ぶらでどうぞ。練習場所や時間などの詳細は
代表まで。飛込み参加大歓迎【問合せ】稲森代表：電話
090・3925・2069 yoshihiro-ka-9494@k.vodafone.ne.jp

月刊

読者PRESENT!

チケットを5組

（チームスタッフ）

朝日新聞

段違い平行棒を練習する池田さん︒

吹田片山南クラブ
公式サイト

片山南少年野球部（少年軟式野球）
吹田片山南クラブ（中学軟式野球）

部員募集

地元情報

こころちゃん

Facebook

吹田東部少年野球連盟所属

片山南少年野球部

写
※真はチーム提供

︵左︶片山南少年野球部︒ ︵右︶吹田片山南クラブ︒

小学部は現在、1年2名、2年7名、3年7名、4年12名、
5年9名、6年9名の総勢46名で活動中。楽しみながら
野球が大好きになれるだけでなく、仲間との絆や思
いやり、
リーダーシップを身につけて欲しいと願って
います。子どもが怖がるような指導はありません。ぜ
ひお気軽に見学・体験に来てください●中等部の情
報は左のQRコードからアクセスしてください。

千里

心潤すクラシック

［金］
10
13
19：00開演
千里朝日阪急ビル1F

・予約不要・立見可

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

高野台中の太田百合子先生︵中央︶
︒

「先生たち、
ファイト！」
吹田市教職員によるコンサート
千里金蘭大学（吹田市藤白台）の佐藤記

コーラスでは「Amazing Grace」
「群 青」

念講堂で９月２日、主に吹田市の小中学校

など５曲が披露された。ラストの中島みゆ

教職員が出演する「コンサート 2017」
（市

き作詞・作曲「ファイト！」は 1、2 番を高

中学校教育研究会 文化部主催、市教育委

嶋氏が独唱し、３番以降を教職員たちで合

員会後援）が開催された。楽器演奏とコー

唱した。鬼気迫る高嶋氏の指揮と、６月以

ラスによる美しい音色と声が、約 900 人の

降、夏休み中にも練習を重ねた熱唱に、観

サートは、教師であっても『音楽が好き』

観客を包み込んだ。今年で 33 回目。

客は心から聴き入っている様子だった。

の原点に立ち返らせてくれる。いつもは見

おくりびと

公開/2008年日本

滝田 洋二郎監督

死を思うその先に安心感

「納棺師」という職業に就いた小林大

里・住まいの学校事務局長の山本茂さ
んが８月に永眠された。長年、千里ニュー
タウンのまちづくりに草の根から貢献さ
れてきた方。
個人的に僕は、文字と向き合う楽しさ
奥深さを、丁寧に親切にたくさん教えて
いただいた。受け取った言葉の数々を胸

悟の人生を描く。主演、本木雅弘のハマ

に刻んで忘れない。心からご冥福をお祈
りします。

儀式のシーンでは、ひとつひとつの所

る立場から見られる立場になるので、気持

独奏・男声合唱・津軽三味線独奏があり、

た。高野台中１年の橋口結さんは「普段、

第２部はコーラスがあった。指揮は、淀川

音楽を教えてくれる太田（百合子）先生が、

高嶋氏は「教職員のこのようなコンサー

工業（現、工科）高校でグリークラブを創

今日はステージに立っていて不思議な感じ

トは全国的にも珍しい。子どもたちには、

立し、全国大会で金賞に12 回導いた高嶋昌

だった。頑張っている姿を見て思わず応援

先生方が楽しむ様子を見て、より音楽に興

れの時間を厳かに演出することで、死を

二氏。

したくなった」
。その太田先生は「このコン

味を持ってほしい」と話している。（岡野）

思うその先に安心感を与えてくれるよう

作が美しくて真心が伝わり、厳粛に浸る。

ちも引き締まる」と話した。

◆紅葉狩り ◆味覚 ◆９秒台

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：10/13
（金）
必着

厳選イベント

非営利なら原則掲載無料

aclub@0843.co.jp

NHK公開講演会 大阪と北斎…10/13
あべのハルカス美術館で開催される
「北斎 富士
を超えて」について、見どころや出展物の作品の紹
介。講師は同美術館主任研究員・北川博子さん
10/13（金）14時〜15時30分。千里公民館（豊中市
新千里東町1-2-2）にて●無料●10/4（水）10時か
ら来館・電話受付。先着順●06・6833・8090
10/17（火）19時〜20時30分。
ラコルタにて●無料
●先着10人【申込】10/1（日）〜。TELまたはFAXか
メールに催し名、住所、名前（ふりがな）、電話番号
を書きラコルタ
（〒565-0562吹田市津雲台1-2-1、
TEL06・6155・3167、FAX06・6833・9851）へ。
転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報を
共有 10/19（木）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●当日会場にて受付●06・6831・4133

自然の中で楽しむ食育…11/23
親子で野外料理を通して食べ物について考えま
しょう 11/23（木・祝）10時〜15時30分。わくわくの
郷（〒565-0873吹田市藤白台5-20-1）にて●小学
生と保護者対象●10組。多数抽選●小学生600
円。保護者900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、性
別、学年、保護者の名前を書いて、わくわくの郷
へ。10/27（金）必着●06・6872・0713

火葬までの間、遺体の状態を管理・手
入れし、見栄えを整える仕事があるとは。
故人となってしまった大切な人との別

﹁ファイト！﹂を指揮する高嶋昌二氏︒

に感じられた。
死を考えることは、生きるを見つめる

「映画.com」
より転載

ことなんだと思う。悲壮感で満たさず、
前向きな映画へと結着してゆくところが
好き。
おくり、おくられ、いのち芽吹く物語

車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.42

を彩るチェロの音色が心地いい。
■ ■ ■ ■
５月号の記事になった、NPO 法人 千

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。

は

み

だ

し

取材・編集・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

秋季千里ＮＴ少年野球大会で選手宣誓を務めた少年野球佐井寺
︵８月 日︶
クラブ前田桜汰主将︵６年︶
に︑弟が記念メダルをかけた︒

コンサートには多くの教え子たちが訪れ

次号のお題（1句でも可）

おとなの転勤族カフェ…10/19

り役。

第１部はソプラノ独唱・ユーフォニアム

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）

ボランティア・NPO初歩講座…10/17

（20：00終演）

入場無料

新千里西町 改田明子さん

ピアノ＆チェロ

シニア向けハロウィンパーティー無いですか？

第135回 千里アサコムコンサート

普段着を仮装ですかと尋ねられ

ドジョウはヌルヌルして手から逃げた︒

たらいのドジョウとメダカに触れる︒

チェロ雨田 一孝

（岡野・難波）

新千里北町 まさたろうさん

願っていた。

高野台 吉岡憲子さん

ため」と教わった通り、つかもうとしても

本当の自然に興味を持つ機会になれば」と

朝日千里

◆ハロウィン

﹁お大事に﹂言われて気づく魔女姿

「ドジョウのヌルヌルは敵から身を守る

いきいきとしていた。命の大切さを知り、

桃山台 りゅうこさん

で触った。

指導員の勝又啓之先生は「子どもたちが

保険証の色シルバーに変えられる

らいに入れられたドジョウとメダカを素手

校内のビオトープ（池）に放した。

魚たちは学習会後︑校内のビオトープに放した︒

の仕方や食べる物などの生態を教わり、た

その後、元気なものはバケツに集められ、

箕面市 佐々木寛太郎さん

児童たちはクラブのスタッフから、呼吸

◆衣替え

コオロギの鳴き声気付く衣替え

なった。かわいそう…」

青山台 辻美寿々さん

クラブ。稲山三郎代表）の企画・協力。

青山台 石原裕太郎さん

かりつかもうと力を入れ過ぎたら動かなく

竹見台 上田憲次さん

た。NPO 法人すいた体験活動クラブ（以下、

新千里東町 新原健市さん

を上げたのは阿部彩乃さん（２年）
。
「しっ

山手町 俣野喜一さん

児童が多く、独特の感触に驚く声が聞こえ

寺内 岸田知香子さん

「先生、ドジョウが死んじゃった！」と声

千里山松が丘 辻井康祐さん

よ。楽しかった」とコツを発見していた。

触れる自然体験学習があった。初めて触る

ポケットに去年の小銭衣替え

120 人が、生きているドジョウとメダカに

平成に感謝の思い新元号

（２年）は「両手で優しくつかんだら簡単だ

◆新元号

新元号四代生きてびっくりだ

童 保育「ももぐみ学級」の１〜４年生約

新元号応民にしてどうでしょう

ヌルッと逃げてしまう。でも井戸友弥くん

無稽承知懸賞公募も試したい

吹田市立桃山台小学校で８月 24 日、学

母百参大昭平で次は何

桃小学童保育児童 ドジョウ・メダカに触れる

今に見て大正なんてあったかと

ヌルヌル〜ッ！自然体験

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︒

﹁ほら︑さわってごらん﹂
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