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豊中市少年野球連盟所属

とうほうだい

公式サイト

リオ・パラリンピックで日本が銀メダルを獲得したニュースポーツ「ボッチャ」。
吹田市立障害者支援交流センター（吹田市千里万博公園。以下、センター）で結
成された「吹田ボッチャの会」が地域に普及させようと、センター内で体験会を開
いたり、地域のイベントに繰り出すなど熱心に活動を続けている。

ソフトバンクららぽーとEXPOCITY店

ボストン美術館の至宝展

吹田市千里万博公園2-1

東西の名品、珠玉のコレクション

エキスポシティ1階グリーンサイド側

17年10/28〜18年2/4日
神戸市立博物館

新規契約・機種変更・契約内容の見直し・各種ご相
談など、ソフトバンクの携帯電話に関することならお
任せ！親切丁寧・わかりやすさ・清潔感がモットー！

①住所②氏名③年齢④電
話番号⑤あなたの朝日新
聞のよく読む記事とその理
由を書いて、
「11月号P係」
まで。
11月10日必着。

「千里あさひくらぶ会員証」
ご提示でいつでも！
当店限定!!
ご契約特典プレゼント
乗り換えの方は

500円クオカード
解約金相当負担

「乗り換え特典」は他社インターネットからソフトバンク光へ乗り換えが条件。

☎

06-4864-8133

営

10：00-21：00 休 無休

ナポリの窯 千里中央店

豊中市上新田4-7-10

府道121号線（千里桜通り）沿い

ナポリピザは外がパリッと中はモッチリ！ この絶妙
な食感のワケはこだわりの自家製生地にあり。新鮮な
うちに焼き上げてピザ専用バッグに入れ、アツアツの
まま宅配。定番のピザから期間限定メニューも充実！
「千里あさひくらぶ会員証」
ご提示でいつでも！

お会計
から

10％OFF!

※他のクーポンと併用不可。

☎

06-6873-3900 休 無休

営【平日】11：00-14：00/17：00-22：00

【土日祝】11：00-22：00

千里あさひくらぶ会員証更新
現在お持ちの会員証の有効期限は 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。

能力に障がいがある人のために考え
出された、白・赤・青３色のボールを
使うスポーツだ。88 年ソウル大会か
らパラリンピック正式種目になった。
バドミントンより少し狭いコートの
短辺に敵と味方が横に並び、目標と
なる白ボール（ジャックボール）めが
け、赤と青のボールを投げ合う。最終
的に白ボールとの近さを競う。カーリ
ングに似るが、目標も弾いて動かせ
るため特有の頭脳的戦術があり、ス
リリングな一発逆転のシーンも。
どんな障がいがあっても参加でき
るのもボッチャの特徴。ボールは投
げても蹴ってもいいし、アシスタント
の力を借り、
「ランプ」と呼ばれるス
ロープで転がしてもいい。

吹田ボッチャの会発足

12

月に初の主催大会

新提携！

フィンセント・ファン・ゴッホ《郵便配達人ジョゼフ・ルーラン》1888年
Gift of Robert Treat Paine 2nd, 35.1982 Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

ア語で「ボール」
。脳性まひなど運動

職員（理学療法士）の松田忠司さ

れた津雲台地区福祉委員会主催「い

んがボッチャを候補にあげ、ちょうど

きいきサロン」で、高齢者を対象にレ

自分に合うスポーツを探していたセ

クレーション的な体験会を実施した。

ンター利用者の清水博之さん（現会
長・63）に声をかけた。松田さんは、

と感情を表しながらプレーする様子

数ある障がい者スポーツの中から

に、同地区福祉委員会委員長の北防

ボッチャを選んだ理由を「ホールの

昌邦さんは「勝ち負けがあるのは良

面積を調べたら、ボッチャのコートが

い刺激。普段サロンには女性の参加

ピッタリとハマったから」と笑う。

が多いが、男性にも楽しんでもらえそ

現在、会には 10 数名が所属し、究
極の目標は「東京パラ出場」だ。

地域で熱心に普及活動

練習を兼ねた体験会を、センター
などで呼びかけ、地域から会員以外

育館で、初の主催大会「第１回 吹田

も訪れる。障がい者や介助者同士の

ボッチャ大会」
を開く。清水会長は
「地

交流の場にもなっている。10 月に参

域でボッチャを広めるため、障がい

加した吉山知里さん（20）はボッチャ

の有無に関わらず誰でも参加できる

の魅力を「ポーン！ と投げられるとこ

オープンな大会にした。応援だけで

ろ」と、
まるで野球の投手のようなジェ
スチャーで教えてくれた。

もうれしい」と願っている。 （岡野）

もともとのねらいは、センター内の多
目的ホールを市民の健康増進を目的

月、吹田市社会福祉協議会の呼びか

として利用拡大させることだった。

けに応じ、津雲台市民ホールで行わ

提携終了（10月末日）

編集後記）ボッチャ体験会に私も参加。その面白さに、12月の「吹田大会」にエントリーしました！
（岡野） 提携店が２つ増えました。ぜひご利用ください（難波）

12 月に初の主催大会

12 月３日には、市立北千里市民体

炭火焼肉 但馬屋 千里
豊中市上新田 3-10-17

さんも「ぜひ他の地区でも行いたい」

で月に１回行う。Facebook やチラシ

千里朝日阪急ビル 22F

※他店につきましては、更新する「提携店一覧」でご確認ください。

う」と、今後の開催に期待した。松田
と手応えを感じていた。

＜重要＞提携店変更情報
チャイナテーブル千里中央 提携終了（10月末日）

吹田ボッチャの会発足は 13 年春。

参加者が「うれしい！」
「くやしい！」

体験会を見守る︑清水会長︵左︶
と発起人の松田さん︒

新提携！

チケット5組

ボッチャ【BOCCIA】とは、イタリ

﹁吹田ボッチャの会﹂が地域で普及活動

PRESENT!

高齢者対象の体験会のようす（津雲台市民ホール・９月）
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・宛先︵住所・メール・ＦＡＸ︶は上部欄外にあります︒
・個人情報は賞品お届けの他︑商品案内に利用︒

で咽喉がほっとして眠られる。また、ス
ライスしたしょうがを蒸して乾燥させ
たものを咽喉がちょっとイガイガした
時に食べると具合がいいように思う。
（千里山西Mさん・64）
●ハチミツ入りホットレモンを飲んで早
めに寝る。喉がおかしければ、早めに
葛根湯を。（新千里南町Mさん・60歳）
●マヌカハニーをティースプーン１さ
じ、できるだけゆっくり喉に落し込む。
（桃山台Sさん・55）
●喉が痛くなったら、鎖骨の中心あたり

ケータイいじらず暗くして寝る！

﹁ハチミツ﹂﹁しょうが汁﹂﹁葛根湯﹂定番

●首を前に曲げたときに飛び出る骨の
少し下を温める。カイロを貼りつけて
おけば大丈夫。東洋医学で「風門」
とい
うツボだそう。
（新千里東町Mさん・65）
●首まわりを温める。首の後ろから背中
にかけてドライヤーをあてると、
とても
気持ちよく温まる。（竹見台Nさん・64）
●干柿を水に入れ、煮た汁を飲んですぐ
寝る。休息が大切。（熊野町Sさん・75）
●番茶に梅干し、醤油1滴を入れて飲ん
で寝る。
（千里山竹園Hさん・59）
●ホットハチミツしょうが汁を飲む。
これ

（通巻211号）

「ボッチャ」の魅力伝えたい！

読者ボイス 「引きたくない！」風邪の兆候感じた時どうしてる？
に指を押し当てて唾を飲み込むと楽に
なる。こまめにうがいし、マスクをして
寝ると翌朝良くなっていたりする。
（山田西Hさん・60）
●塩うがいと、マスクをして寝る。
（上新田Tさん・70）
●薬を飲むとぐっすりよく眠れるのでお
風呂に入らず、夕食後の薬を飲んで早
く寝るのが良い。部屋を真っ暗にして、
ケータイとかもいじらずに!
（新千里東町Oさん・58）
●食事は軽くして早めに寝る。熱を感じ
るときは入浴を控える。
（古江台Sさん・73）
●消化の良い物を食べ、家事は後回しに
してたっぷり寝る。（桃山台Hさん・62）

届 ！

11月号

パラスポーツ

現在、小６〜中２を募集中です。体験は随時対応。下記
連絡先で日程・場所をご確認ください。在団生は豊中15
中・11中・9中・14中・3中・13中などと幅広く、父兄の「お
茶当番」はありません。練習日は土日祝。場所は豊中15中
を中心に、大門野球場・千里北町野球場・スカイハラダな
ど。
まずは体験練習でチームの雰囲気をご覧ください。
【問合せ】thdﬁghters@gmail.com 【公式サイト】左の
QRコードまたは「東豊台ファイターズ」で検索。

霜月です。
気温もぐっと下がって風邪シーズンの始まりとも言えます。
風邪は予防が一番大切ですが、
「引きそうだな…」
と感じたときの対策
も知っておきたいもの。
読者の
「私はこうしてる」
をご紹介します。

毎月

練習・体験会のようす︒身体の状態に合わせてスロープも利用できる︒
︵障害者支援交流センター・ 月︶

東豊台ファイターズ 中学生軟式野球

通

2017年

部員募集

学業・部活との両立目指す

朝日新聞

つむぐくん

野球を通じて「自立の心」
「友愛の心」
「感謝の心」を
養い、技術向上も図る。最大の特徴は、中学生にとって
重要な学業・部活動との両立を目指していることと、
チームワークやヤル気を育成していること。
新チーム（1・2年）は、結成早々秋の豊中大会で優
勝。OBは豊中・池田・関西大倉・早稲田摂陵などで、高
校進学後も学業と両立しながら活躍中だ。

地元情報

こころちゃん

年度・豊中市東部秋季少年野球大会優勝︵写真＝チーム提供︶
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千里

活動はセンター内に留まらない。９

第１回吹田ボッチャ大会（市後援）…12/3（日）、
吹田市立北千里市民体育館（吹田市藤白台）に
て●市内在住・通学・通勤の中学生以上対象（障
がい有無問わず）●参加無料（ボール貸出可）●
要申込み。11/18（水）締切●参加希望者は「市立
障害者支援交流センター」で申込書を受け取る
か、吹田ボッチャの会公式Facebookを参照。

月刊千里あさひくらぶ11月号 No.211

マッハ文朱 ＆石田美智代

花咲くクリスマスコンサート

［木］
12
14
19：00開演
（20：00終演）

千里朝日阪急ビル1F

豊中市に、先生がほとんど叱らないのに

不足の不利を跳ねのけて優勝し、８月に札

全国レベルの選手が育つ柔道場がある。そ

幌市で行われた本選で１勝した。予選では

の秘訣に迫った。

他にも、同学年同級の河野達力君が第３位、

には、中学生２人、小学生 12 人、未就学児
２人が所属し、週に３回、武道館ひびき（服

滞中の高速道路でひとりの女性が歌い出
した‥と思ったら、周りの人も加わってき
た。やがてみんな一緒に、歌って踊って群
舞となる光景に鳥肌が立った。背景の飛
行機雲もいい感じ！
その後も名シーンが続々と。カットを割
らず に長 回しでワンカット撮 影され た

強に入るなど好成績をあげた。

ミュージカルのすべてが素敵でうっとり。
夢を追いかける途中で経験した恋の寄

部西町）や千里体育館などで稽古に励む。

１）は、パラリンピックを目指し、あえて健

り道を、かけがえのない思い出として人生

また他道場への出稽古で力を試している。

常者の大会に挑み続けて力を付けている。

に焼き付けて、お互いに背中を押しあっ

今年５月、全国大会予選の「府柔道連盟

近畿大学柔道部出身で、企業の柔道部

て新しい明日へと歩き出すエンディング

主催 全国小学生学年別柔道大会」で、5 年

監督も務めた河野臣宏先生（36）は、団員

生男子 45kg 以下級の仲川魁聖君が、体重

をほとんど叱らないと言う。
「きつくしても

でも河野先生はそれを余り問題視してい

そのうち慣れてしまうだけ。子どもは大人

ない。自身が小学生の時、消極的なスタイ

のロボットじゃない」
。ただ「柔道も遊びも

ルで勝つ方法を覚えてしまい、中学進学後

手を抜くな」と、気持ちの切り替えはしっ

に急に勝てなくなった苦い経験があるから

かりとしつけている。

だ。
「前へ出るのは将来を見据えてのこと。

る」戦法。積極的に組んで前へ、前へと攻

たとえ負けても良い戦い方だったらほめる
し、その逆もある」と言い切る。

める。しかし、引こうとする相手に対し前

小３で入団した岡田主将は「楽しいから

へ出過ぎると、図らずも相手の奥襟（えり）

続けられる。もっと強くなりたい」と話す。

を持ってしまい、
「少年柔道」の規則に触

団員たちは夢に向かい、前へ、前へ。
（岡野）

れて反則を取られることも。

●見学・体験…090・9999・9088 河野まで。
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﹁映画 .com
﹂より転載

また、視覚障がいを持つ池田翔瑠君（中

道場が貫くのは「持って逆らわず前へ出

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：11/10
（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
中村 真紀子

◆お申し込み

人恋しい秋の夜長にぴったり

6 年生男子50kg以下級の岡田一起主将が８

◆先生◆クリスマス◆消費増税

ル・飲料水ご持参
●受講料
（3回分）
11月10日・17日・12月1日（金） 1,500円（会員外
※返金不可
１４：００〜１５：３０ 2,000円）

入場無料 ・予約不要・立見可

公開／2016年アメリカ デイミアン・チャゼル監督

今夏︑全国大会出場の仲川君︵上︶
と︑全国予選３位の
河野君︵写真はいずれも門真市・ 月︶

出稽古の後に集合写真︒岡田主将は
後列左から４番目︵川西市・５月︶

開場６年の「北神柔道少年団 豊中支部」

次号のお題（1句でも可）

会場：朝日新聞千里販売
（上新田3-10-21）

『ラ・ラ・ランド』

北神柔道少年団 豊中支部

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

●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

叱らず育てる
「全国レベル」

山手町 道広廸子さん

ピアノ石田美智代

ソング・ピアノ

マッハ文朱

１・２年生メンバー
︵上村キャプテンは前列右から２番目︶

第136回 千里アサコムコンサート

凜としてしじま極まる床もみじ

（岡野）

紅葉より永田町での狸狩り

彼女たちの笑顔が弾ける。

竹見台 上田憲次さん

力を付けてきた。

千里山松が丘 辻井康祐さん

出演して盛り上げ役も担っている。

11 月４日、なみはやドーム（門真市）で

朝日千里

◆紅葉狩り

しんがりは車椅子なる紅葉狩り

そんな指導環境で、部員たちはメキメキと

箕面市 佐々木寛太郎さん

た年に数度、小学校など地域のイベントに

紅葉より色あざやかな人の群

感謝を伝えられるような演技を」と誓う。

青山台 辻美寿々さん

み先生）を招いて演技構成などを教わる。

足腰に針よ電気よ紅葉狩り

手権大会」に出場するなど実績を築く。ま

山手町 俣野喜一さん

るよう練習を重ねたい。支えてくれる方へ

車椅子昔なつかし食べ歩き

のダンススタジオから外部コーチ（徳みな

◆味覚

ときじく

４年連続で「全国高等学校ダンスドリル選

新千里東町 新原健市さん

チア未経験部員も含めて意識を高め合え

時非の百果に勝る旬のもの

図っている」と話す。また週に１度、地域

桃山台 りゅうこさん

なった 2010 年結成と浅いが、14 〜 17 年に

寺内 岸田知香子さん

ンの上村梨花さん（17）は「本番までに、

新千里南町 服部健さん

小学生からチアダンスを続けるキャプテ

や組技を取り入れ、他チームとの差別化を

青山台 石原裕太郎さん

チームの特徴を「新体操ならではの同調性

部の歴史は、同校が男子校から共学に

コンビニの味になじんでいく若さ

９回関西秋季競技大会」に挑む。

Winter Cup」の出場権を得られる。

秋味覚昔市場でてんこもり

学時代に全国Ｖも経験した元新体操選手。

新千里北町 じゅんたろうさん

10 名）が 11 月、全国大会予選を兼ねる「第

年１月東 京 開 催 の 全 国 大 会「Dance Drill

不可能が後退りした９秒台

顧問の田中彰一先生（46）は、高校・大

点以上（100 点満点）の成績を残せば、来

◆９秒台

９秒台期待膨らむ２０２０

早稲田摂陵高校チアダンス部（部員数

部門スモール構成で出場する。１位かつ 80

走りたい９秒台は夢の夢

卒部した３年生と共に文化祭で演技︵９月︶

早稲田摂陵高校チアダンス部 全国目指し関西大会に挑む

大会には、１・２年生の新チームがポン

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︒

感謝の思い 伝わる演技を

も好き。
愛を信じ、夢をあきらめずに歩いた道
は決して無駄ではない。朝が来たらまた
新しい日！

ジャズピアニストのセブと、女優を目指
してオーディションを受け続けるミアが出
会って恋に落ち、ときどき現実逃避する
ミュージカル。
なんてことはないストーリーだけど、音
楽に乗せて感情を表現するミュージカル
シーンは、人生の機微がたっぷり盛り込ま

人恋しくなる秋の夜長にぴったりなラ・
ラ・ラブストーリー。
どなたか僕と踊ってみませんか？
車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.44

れていて最高！ 映像も美しくて画面に引
き込まれる。
お気に入りシーンはオープニング。渋

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。

11/6（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

花と緑のフェア…11/3
プロが答える園芸相談、
ワークショップ、関大生初
挑戦の「関大マルシェ」など。飲食ブースも 11/3
（金・祝）10時〜16時。千里南公園（吹田市津雲台
1）にて●事前予約が必要なワークショップあり。
詳細は、花とみどりの情報センター公式サイトに
て
【問合せ・予約】同センター06・6155・1987

千里コラボ大学校 講演「商屋の歴史・
大阪の郷土史」…11/11
大阪大空襲を生き残った老舗から見た大阪の歴
史。講師は木津屋当主・木津屋治郎兵衛さん
11/11(土)14時〜16時15分。千里文化センター
「コラボ」
（豊中市新千里東町1-2-2）にて●70人
対象●無料●11/10(金)まで来館・電話受付。先着
順●保育は11/8（水）までに申し込み【問合せ・申
込み】06・6831・4133

消費者フェア 講演会「だまされる心理
〜悪質商法のからくり〜」…11/18
11/18(土)14時〜16時。千里市民センター大ホー
ル（吹田市津雲台1-2-1）にて●先着150人【問合
せ・申込み】11/1（水）からTEL06・6319・1178、
F A X 0 6・6 3 1 9・1 5 0 0 、メ ー ル s y o u h i
＠city.suita.osaka.jpで市立消費生活センターへ。

竹見台中創立50周年記念同窓会…12/9
1期生から50期生まで全員集合!!卒業生の皆様、
懐かしい校舎を見に来ませんか？ 12/9（土）13
時30分〜15時30分。吹田市立竹見台中学校（吹
田市竹見台3）にて●参加費1,000円●要事前申
込み●申込み方法等詳細は公式Facebook等で。
取材・編集・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

