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立った。理由は晴天に恵まれたこともある

唯一ʻ遊びʼが足りなかった。秋祭りが今後

が、今年度から隣接地域の東泉丘小学校

も、地域の色んな世代が楽しみながら触れ

の一部校区が南丘小学校区に編入し、子ど

合う場になれば」
と願っていた。

（岡野）

た。今春、南丘小には約300人が転校して
きて、在校生は一気に倍になった。
転校してきた５年生の女児は「転校前に
安で、東泉丘小の友だちとばかりいた。先
生から
『自分から声をかけてみたら』
と教え
てもらって、新しい友だちができた」
と笑顔
で話した。
町で暮らして45年という高齢の女性は
「当時と比べてこの町は年寄りが増えたと
思っていたけど、今日は若い人がたくさん
いてうれしい」
と喜んだ。

好成績を残し全国大会出場を決めて喜ぶメンバー︒

早稲田摂陵高校（茨木市
宿久庄）チアダンス部が11月
4日、門真市のなみはやドー
ムで行われた全国大会予選
でもある「平成29年度ダンス
ドリル秋季競技大会」POM部
門Small構成に出場した。好
成績を残した結果、来年１月
に東京で行われる「Dance
Drill Winter Cup2018」の出
（岡野）

開会式のひとこま
︵退場シーン︶
︒

万博少年野球場で11月19
日「第41回朝日新聞社優勝
旗争奪北大阪少年軟式野球
大会（小学生・中学生）」が開
幕した。小学生の部は「北大
阪地区最大・最後の公式戦」
と呼ばれ、６年生にとっては
集大成となる大会。76チー
ムが来年１月に同球場で行
われる予定の決勝戦を目指
してしのぎを削る。 （岡野）

開幕試合で完投勝利した津雲台少
年野球クラブ松尾泰城くん︵６年︶

６年生は集大成 朝日旗北大阪少年野球大会開幕

インターネットの普及に加え、
スマホやタブレットの登場で、新しい情報がすぐ
に得られるようになった。新聞各社が紙離れを防ぐべく新聞の活用方法を探る
なか『まわしよみ新聞』
と呼ばれる、紙ならではの「遊び」が全国に広まっている。

全国に広まる
『まわしよみ新聞』を実践レポ
『まわしよみ新聞』は、大阪在住で、
観光を通じたまちづくりに携わる陸奥
賢さん（39）が2012年に考案した「新
聞を使ったメディア遊び」。数人で持
ち寄った新聞を交換し、気になる記事
を切り取って、一枚の壁新聞を作る。
記事への興味が深まるだけでなく、
参加者同士でコミュニケーションを楽
しめたり、自身の歩みを振り返られる
などの意外な力がある。現在、全国各
地の施設や学校などで行われており、

10月に千里ニュータウン情報館で
予定されていたワークショップ（教室）
は台風で中止になったため、今回特
別に、陸奥さんを含め、施設スタッフ
を中心に６人で実施した。新聞は、情
報館所蔵の創刊号からの「千里タイ
ムズ」、当日付の「朝日新聞」
と「日刊
スポーツ」、
「月刊千里あさひくらぶ」
のバックナンバーが使われた。
◆ まわしよみ新聞スタート

持ち寄った新聞を各々で「まわしよ

む」
ことから始める。
自分が持ってきた

め、模造紙の目立つ位置に貼る。今回
は『猪木生前葬（日刊スポーツ）』だっ
た。それぞれの記事のそばには、新聞
名、日付、選者の名前、
コメントを記入
する。
コメントについて陸奥さんは「ツ
イッター気分で突っ込みを」
とアドバ

んは「先入観のない新聞の方が偶然

イス。
『猪木』には「まだまだ死にそう

の発見があって楽しいから」
と話す。

にない」
と添えられていた。

記事のテーマは設けない。
「討論や、
特定の人だけの参加を防ぐため」で、

「緩やかな雰囲気ほど集いやすい」。
気になる記事（広告も可）が決まっ
たら、ハサミで切り取って裏向きに伏
せておく。全員が切り終えると「発表
＆おはなし」
タイム。
カードゲームのよ
うに一人ずつ順番に表に向けて出し、
記事で注目した点などを伝え、自由に
意見を出し合う。

最後に、新聞らしく題字と制作日を

当紙８月号の『目指すは「金賞」
「全

書いて完成させた。前出の男性は「一

国」吹田一中ダンス部』を選んだ男性

つの記事でもそれぞれの視点が見え

は、女子部員の集合写真を見て
「あか

て面白かった。普段はデジタル新聞を

抜けて色っぽいのに驚いた！」。

読んでいるけど、今日は紙に親近感

参加者から
「そこかい！」
と突っ込ま

がわいた」
と話した。

れるなか、男性は50年以上前に同校
を卒業したことを明かし、当時の町の
情景を思い起こしながら
「あの頃の女

◆ 参加者はもれなく普及者に

完成後、陸奥さんから参加者に「修

子はみんなʻおかっぱ頭ʼで、もしこん

了証書」がうやうやしく贈呈された。単

な子が現れたら外国人と間違われる

なる記念品ではなく、今後その人がま

わ…」
と言って笑わせた。

わしよみ新聞を主催できる「免状」で

全員が発表を終えると、いよいよ

「壁新聞作り」。発表された中で一番イ

もあり、普及のためのアイデアだ。
陸奥さんは「始めて約５年が経ち、
私の手から離れて各地で行われるよ
うになった。教室に限らず、家庭や病
院、高齢者施設など色々なところで
行ってほしい。自分で言うのも何だけ
ど、本当に面白いので」。
江戸時代後期、新聞は回覧して読
み合うものだったという。
きっと、町の
みんなで記事について「ああだ、
こう
だ」
と交わしたことだろう。ちょっとお
おげさかも知れないが、
まわしよみ新
聞から新聞の原点と未来が見えた気

せんちゅうパル1F

●以下の通り変更いたします。

がした。

額縁10%OFF 画材5%OFF ※一部除外品有り。

編集後記）昔、津雲台Ａ分譲住宅の地下にもぐり込んで火遊びをした経験が…、時効。
（岡野） クリスマスの句を選んでいたらケーキを食べたくなった。
（難波）

ンパクトのあった「トップ記事」を決

新聞は選ばないのがルール。陸奥さ

＜重要＞提携店変更情報

ギャラリー 三英美術

（通巻212号）

紙の新聞 持ち寄って
「遊ぶ」

優秀賞を受賞した。

早稲田摂陵チア 全国切符掴む！

場権を得た。

12月号

今年度の「読売教育賞NIE部門」で最

主催した南丘祭り実行委員会の坂之上
隆司委員長（45）は「この町は緑が豊富で

届 ！

まわしよみ新聞考案者の陸奥さん︒

交流会があったけど、最初の2、3週間は不

毎月

2017年

記事をネタに会話しながら切り貼り コメント付けて壁新聞に

前回に比べ︑たくさんの子どもたちが来場した︒

もたちの生活圏が変わったことが影響し

通

選んだ記事について参加者で「おはなし」。

今回完成した壁新聞︒

治安も良く、暮らしや子育てには最適だが、

朝日新聞

つむぐくん

11月 新千里南町近隣センターで地域の秋祭り

月刊

『第2回 みなみまち秋祭り』が11月12日、新千里南町近隣センター（豊中市）
であった。
ダンスなどのステージパフォーマンスやビンゴ大会、輪投げなど子ど
向けのコーナー、高齢者会による将棋や環境啓発コーナー、焼きそばなどの飲
食店やフリーマーケットなどがあり、多くの来場者でにぎわった。

地元情報

こころちゃん

お餅の販売に列をなす来場者︵上︶と︑詰め
将棋コーナーで﹁師匠﹂
に質問する子ども︒

子どもが増えた！ にぎわった！

前回に比べ、特に小学生児童の姿が目

千里

（岡野）

月刊千里あさひくらぶ12月号 No.212

思い入れが深い１本を投票で選んだ。そ

「ここができて一番最初に入った」
という

れは、２年後に竣工予定の新築マンション

当時26歳の男性居住者によると、
「隣の丘

エントランスに飾られる「記念オブジェ」の

は千里南公園として整備するため竹林を

木材として、
これからも生き続ける。

伐採したハゲ山で、
この辺りは荒野の中に

参加者全員で唱歌『ふるさと』を合唱す

団地だけが生えているようだった」
と懐か

ると、愛着ある建物などとの別れにハンカ

しむ。月々のローンは「色々込 みで １ 万

チを目に押し当てる人も。ʻ三本締めʼの後

円」。大卒初任給が2万5千円を超える程度

には「ありがとう」
「これからもよろしく」
と声

の時代だ。

をかけあう姿が見られた。

Ａ分譲のシンボルは、住宅を見守るよう

建替組合で役員を務める澤村紀世子さ

にぐるりと植えられたソメイヨシノ。人々の

んは「この催しを通じて、事業者も含め、関

暮らしとともに生長し、今や最上階の窓か

わる人たちが思いを共有できたのでは。建

らでも手が届くほどの枝張りだ。居住者の

替えに向けて大きな一歩を踏み出す区切

女性は「そよ風に乗って花びらがベランダ

りになったと思う」
と話していた。 （岡野）

17

い、空には警察車両が飛んでいる。
天気はずっと鈍色で陰鬱。厭世感に満
ちていて、
こうなってほしくない近未来像。
それなのに作り込まれた映像の密度が濃
くて冒頭から没頭。
説明を排した現実と夢が混ざり合うドラ

て？生きるとは？などの想像を刺激。
鑑賞するたびに人間性について問いか
けられるSF映画の金字塔。無限への憧れ
と、宿命づけられた有限の悲しみを独白す
るレプリカントの思いが胸を打つ。
本作の30年後を描いた新作映画『ブ
レードランナー2049』が公開中。変わらな
い哀愁を埋めるように命がつながる希望

労働力を担わされた人造人間レプリカ

が描かれていて名作！ 「AI搭載自動運転

ントが自我を持ち、人間に反旗を翻し始

車椅子」が普及している未来になればい

め、製造元のタイレル社は４年の限定寿

いな、
と思うAKIRAでした。

命を設定。そんなある日、４人のレプリカ
ントが人間を殺害し逃走する。行方を追う
のは捜査官ブレードランナーのデッカー
ド。物語スタート。

車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.45

舞台は人口過密のロサンゼルス。多言
語が飛び交う繁華街はネオンと欲望が光
を放ち、立体化する広告看板が視線を奪

〒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）

次号のお題（1句でも可）
◆初夢◆抱負◆教育無償化

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：12/8
（金）
必着

…問い合わせ。
千里厳選イベント 【問】
【申】…申し込み。

障がい者週間の集い…12/2

障がい者が歌やダンスなどを披露します 12/2
（土）13時〜15時30分。千里市民センター大ホー
ル（阪 急 南 千 里 駅 前）にて【 問 】障 が い 福 祉 室
TEL06・6384・1349、FAX06・6385・1031
千里ニュータウンまちびらき55周年を記念し、全国
のニュータウン関係者による座談会や講演会を開
催 12/10（日）13時30分〜17時。千里市民セン
ター大ホール（阪急南千里駅前）にて●定員先着
100人●500円【問】計画調整室TEL06・6318・
6369、FAX06・6368・9901

れたレプリカントの違いって何？生命っ

て荒廃し、酸性雨が降りしきっていた。

投稿先

ニュータウン人・縁卓会議…12/10

体に疑問を抱かせ、命ある人間と製造さ

2019年の地球は争いや環境破壊によっ

朝日千里

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。

取材・編集・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

サイエンスカフェ 本当に効く？ サプリメ
ント…12/12

サプリメントや機能性食品など健康情報の見極め
方と向き合い方を考える。講師は大阪大学大学院
医学系研究科准教授・大野智さん 12/12（火）10
時 〜 1 2 時。豊 中 市 立 千 里 公 民 館（新 千 里 東 町
1-2-2）にて●無料●定員50人（子ども同伴可）●
12/1（金）10時から来館・電話受付●保育は12/7
（木）までに申し込み（1歳以上の未就学児、200
円）
【問・申】06・6833・8090

おとなの転勤族カフェ…12/21

転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報を
共有 12/21（木）10時30分〜12時。豊中市千里
文化センター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）にて●
無料●当日直接会場へ（申し込み不要）
【問】06・
6831・4133
ジャンプ一番﹁ナイスキャッチ！﹂津雲台
少年野球クラブ遠山大智くん︵６年︶

る。今回、感謝祭参加者はその中でも特に

発の真っ只中だった。

寺内 岸田知香子さん

雲台はその翌年だが、周辺地域はまだ開

「人間」とは？ SF映画の金字塔

◆先生

先生の一言感謝今がある

しかし、ソメイヨシノの50年前後とされ
る寿命もあり、建替え工事で全て伐採され

1982年アメリカ・香港合作 リドリー・スコット監督

﹁映画 .com
﹂より転載

は1967年。千里ニュータウンのまちびらき
（入居開始）は62年に佐竹台から始まり津

ブレードランナー

先生よしっかり教えて欲しいなあ

に運ばれるのが美しかった」
と話す。

ピアノ石田美智代

千里津雲台Ａ分譲住宅で「お別れ会」

青山台 石原裕太郎さん

［木］
12
14
19：00開演

マで、ハリソン・フォード演じる捜査官の正
スライドで昔を懐かしむ︒ 咲き誇るソメイヨシノ
︵ 年４月撮影・居住者さん提供︶

主催／千里津雲台Ａ分譲住宅マンション建替組合・東京建物株式会社・東急不動産株式会社

熊野町 杉本悦子さん

花咲くクリスマスコンサート

●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

参加したみなさん︒

老朽化などのため12月に建替え工事を控えた、吹田市の千里津
雲台Ａ分譲住宅で10月21日、
『50年間メモリアル感謝祭』があった。
居住者や以前住んでいた人、近隣住民、事業者らが集い、棟下げ式
を行ったり、
これまでの暮らしをスライドで振り返るなどした。

Ａ分譲（4階建て5棟、96戸）の入居開始

マッハ文朱 ＆石田美智代

入場無料 ・予約不要・立見可

●12月9日、千里山コミュニティセンター（千里山駅前）
で行われる
『コミセン祭り』
で、
「パイレー
ツオブカリビアン」
「カノン」などを演奏する。出演は14：30〜15：30を予定。無料・申込不要。

建替え直前 思いを共有

負けるなと叱られてこそ今がある

気軽に相談できる雰囲気を作ってきた」

ソング・ピアノ

千里朝日阪急ビル1F

ナー。周りに演奏者が少なく、親子とも孤独
になりがちなので、仲間作りのサポートや

第136回 千里アサコムコンサート

（20：00終演）

話 す。
「弦 楽 器 は ピアノなどと違 い マイ

新千里西町 改田明子さん

どもだけでなく、その親も応援すること」
と

サンタさん若さを私に下さいな

代表の深田志保さんは、団の方針を「子

山手町 道広廸子さん

たちは優しくうなずいていた。

休戦が戦地の子へのプレゼント

もたちは顔をほころばせ、後ろで見守る親

◆クリスマス

マッハ文朱

「そう、
よくできた！」先生が褒めると子ど

箕面市 佐々木寛太郎さん

んな指導を受け、丁寧に音を合わせる。

メタボ避け妻のケーキでクリスマス

ように」
「独りじゃないよ」。子どもたちはそ

桃山台 りゅうこさん

６人が集まった。
「隣の音を聴きながら弾く

サンタにはパパからメールしておこう

近にも関わらず、幼稚園児から高校生まで

消費税増税するなの野党負け

この日（10月29日）の練習には台風の接

青山台 辻美寿々さん

（岡野）
弾けるのが楽しい」
と笑顔を見せた。

す」
と話す。

高野台 江藤憲子さん

間と音を合わせる喜びや楽しさは格別で

◆消費増税

消費増税弱者悲し見る涙

るようになった。知っている曲をみんなで

新千里北町 早川百合子さん

のが難しかったけど、少しずつ付いていけ

は「元来、弦楽器は合奏するためのもの。仲

レッスン風景︵庄司先生は右端︶︒

ん。同ジュニア合奏団OBでもある庄司さん

確約は暗算しやすさただひとつ

お母さんと聴いたオーケストラのバイオリ
ンに感動して入団した。
「最初は合わせる

竹見台 上田憲次さん

チェロ奏者の庄司拓さん（45）
と、元神奈川
フィルハーモニー管弦楽団の大槻桃子さ

新千里北町 じゅんたろうさん

さと

団員の鈴木邑さん（10）は、小３の時に

クーポンで消費増税迎え討ち

先生は、大阪フィルハーモニー交響楽団

増税は市井の民に使うべき

バイオリン・チェロ‥ 弦楽器専門の千里ジュニア合奏団

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︒

『千里ジュニア合奏団』は３〜18歳までが対象の、バイオリンやチェロなど弦
楽器による合奏団。
月２回、山田駅前「夢つながり未来館」
で練習している。

﹁みんなで弾けるのが楽しい﹂鈴木邑さん︵右︶︒

音を合わせる喜び・楽しさ

