第41回 朝日旗争奪北大阪少年軟式野球大会が閉幕

津雲台、
ウイングス１×―０千里丘イーグルス。決勝…ウイングス６×―５ウルフ。

小学生軟式野球

公式サイト

編集後記）気が付いたらもう1カ月が過ぎ去った…（難波） 初の陸上競技部掲載。視野が広がりました。吹田には府を代表する中学生がいるとか！
（岡野）

毎月

届 ！

2月号

2018年

（通巻214号）
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記録の前に、人間力。
府立千里青雲高校陸上競技部（主

川端天一郎主将（２年）は、新入生

顧問、城山泰豪先生）は、男女合わ

にこう呼びかけるつもりだ。
「陸上部

せて14人。マネジャーの２人がサポー

は、少人数なので顧問や部員と密接

トしている。

な関係が築けます。団体競技が苦手

公立校では珍しいという１周 300

だけど仲間作りはしたい人にもおす

㍍のトラックが使え、他校との合同練

すめです。いろんなスポーツの経験

習を重ねる。昨年はマイルリレー、円

が生かせるし、培った集中力は受験

盤・砲丸投げなど、いくつかの種目で

にも効くはずです」

地区大会を経て府（中央）大会に出
場した。
技術指導担当の廣澤靜先生（体育
科）は、同校前身・東豊中高校時代に
主将を務めた元投てきの選手。普段

なかなかうまいセールストーク。例
年より、ちょっと賑やかな春になるか
もね。

（岡野）

マネジャーと談笑する川端天一郎主将（左）

「団体競技でなくても、仲間作りはできます」

から、砲丸・槍・円盤投げの直接指導
が受けられるのも同校の特長だ。
先生は陸上競技の面白さを「心と
体の成長がそのまま出るところ」と話
す。
「技術や記録よりも、まずは意識
や体力の向上。日常の悩みにも向き
合う。とにかく人育てです」
。時には
部員と同じ目線になって、思いや考え
をぶつけ合うこともあるという。
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︵豊中市新千里南町︶

吹田東部少年野球連盟所属

通

︵１月 日・千里青雲高校︶

年９月・藤白台小学校

藤白台少年野球部

当紙発行地域のチーム・団体の募集情報を無料︵非営利の場合︶
まで︒
で掲載します︒ご希望の方は aclub@0843.co.jp

元阪神投手の福間納さんと一緒に＝

も身につく
「あいさつ」
「声」
「素早い行動」

現在、1〜5年生の部員を募集中。興味のある方は、
お気軽に見学・体験に来てください。
「体験入部あ
そぼう会」も随時開催しています。 ●練習日：土
曜・日曜・祝日 ●練習場所：藤白台小・青山台中
等 ●見学・体験のお申し込みは、お電話かメー
ルで的場（まとば）
まで。電話（090）3825・3938
メールmatobayoshiyuki@ezweb.ne.jp

朝日新聞

千里青雲高校 陸上競技部

南千里ジャガーズ・大山くんが打席で気合！

第三位表彰の津雲台少年野球クラブ︒

部員募集

地元情報

部員を見守る廣澤靜先生︒

山田スワローズ・角田くんがホームを狙う！

準優勝した山田西リトルウルフＡ︒

藤白台小と青山台小の総勢24人で活動中（17年
10月現在、6年7人、5年6人、4年9人、3年2人）。
「あいさつをきちんとする」
「大きな声でプレーす
る」
「素早く行動する」がモットー。指導者は、野球
を通じて「諦めない心」
「仲間を支える力」を身に
つけてほしいと願っている。バーベキューや夏合
宿など、野球以外のイベントが多いのも特徴だ。

千里

茨木市民マラソン大会で快走する２年生の三輪克仁君＝１月 日・万博記念公園

北大阪地域76チーム参戦の「第41回朝日旗争奪北大阪少年軟式野球大
会（北大阪少年軟式野球友好会、朝日新聞社主催）」が１月７日に閉幕し
た。当紙発行地域の山田西リトルウルフＡが決勝に進出。惜しくも池田ウイ
ングス
（池田市）にサヨナラで敗れたが、春から目標にした大会で堂々の準V
だ。
また津雲台少年野球クラブが第三位に表彰された。本大会の熱戦を、地
元チームの写真でお届けします。
（岡野） 〈準決勝以降の結果〉準決勝…ウルフ６―０
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投てき選手の田仲彩純さん︵２年︶
トラックを疾走する河原巧君︵２年︶

検索

月刊

千里あさひくらぶブログ

少年野球佐井寺クラブ・山田くんの華麗な守備！

山田西リトルウルフ 堂々準V！

少年野球をはじめ、地域情報日々アップ！
こころちゃん

○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

つま

節分や亡夫の鬼から息子へと

青山台 辻美寿々さん

新千里東町 新原健市さん

民ぞ知る鬼は内なり見誤らず

お気に入りの場所を見つけて親や友だ

熊野町 杉本悦子さん

めて汗をぬぐいながら、子どもたちは

少しだけ福が来たればワンダフル

振舞われた。大人たちは作業の手を止

新千里北町 じゅんたろうさん

黄な粉、磯辺巻、大根おろしの餅が

職場でも豆をまきたい鬼は外

粘り強く活動を続けられたら」
。
（岡野）

朝日千里
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）

次号のお題（1句でも可）
◆卒業式◆ホワイトデー◆最年少V
（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：2/9
（金）
必着

第11回 青山台創作展…2/3・4

主に地域住民による絵画・書・写真・陶芸・手芸
などの作品を展示 2/3（土）10〜17時。2/4
（日）10〜16時。青山台市民ホール（青山台
2-1-20）にて●無料【問】06・6872・0761

コラボ設立10周年記念
ターフォーラム…2/10

は

南極物語
1983年日本 蔵原惟繕 監督

戌年！犬好き！犬映画、筆頭。

み

だ

し

「これがつく前のもち米やで」 「アチッ！」

病室に帰ってもしばらく興奮と感動の余
韻が抜けなかったなぁ。
南極と北極でロケを行い、総撮影期間
はなんと３年余だったそう。すごい。今
では考えられない規模の大作日本映画。
この映画が原点となったおかげで、犬映
画への ʻハードルʼ が上がったことはたし
か。
犬を擬人化せず、犬の個性を見つめて、
人間との関係性もしっかり描いた犬映画
が好き。例えば「ハチ公物語」「HACHI

﹁映画 .com
﹂より転載

課題はあるが、今後も、もちのように

●同中１年・矢野葉奈さん「つき方を係
の人が優しく教えてくれた。ほとんど男の
人がついていたけど私でもできたので、
ぜひ女の人もチャレンジしてみて」

新千里北町 豊沢タカさん

い。PTA や各団体の協力があってこそ
の催しで、実施者の後継づくりなどに

お父さん今年もチョコを忘れている

楽しそうな顔を想像すると止められな

●同中１年・利光勇輝君「初めてつい
た。
『もっと元気出せー！』
と声がかかっ
たので来年はもっと頑張りたい」

かじ

た分、気合いを入れた。子どもたちの

石鹸と知らず齧ったバレンタイン

は「去年ノロの影響で開催できなかっ

●南千里中１年・頼近柊星君「小１から
毎年参加している。強制ではないけど、
ここに来たらみんながいるから。もちつ
きはここで覚えられた」

◆節分

…問い合わせ。
千里厳選イベント 【問】
【申】…申し込み。

おもちをまるめる前に手洗い。

﹁めっちゃおいしい！﹂
﹁いただきます！﹂

もちつきの方法を教わる︑南千里中１年・神田直子さん︵左︶
﹁この催しは︑みんなと仲良くなれるきっかけになると思う﹂

まちづくり協議会長の諏訪孝子さん

と

将来を展望した。

◆バレンタイン

山手町 道広廸子さん

ツクラブの子どもたちが積極的に体験
した。

青山台 石原裕太郎さん

動に参加して開催してみたい」と立派に

バレンタイン忘れるほどに年を老り

小学校、南千里中学校、地域のスポー

連絡はレールのようにつなげてね

にもちつき大会がなかったら、まちの活

山手町 青山美和子さん

め作業は、千里新田幼稚園、千里新田

● 千 里 新 田 小 P T A 会 長・渡 利 彰さん
（34）
「ママさん、パパさんの協力で開催
できて感謝。私は今年度で任期終了だ
が、
この思いをバトンタッチしたい」

山手町 俣野喜一さん

もができて、どこかに引っ越して、そこ

０系の走る姿を夢に見る

が手分けして行った。もちつきとまる

竹見台 上田憲次さん

な顔をしている。もしいつか僕に子ど

安全を最優先がおろそかに

早朝６時過ぎから炊き始め、蒸し・つき・ 「いっぱいの人がいて、みんな楽しそう
まるめ・味付けまで、全て参加者たち

● 地 区 連 合自治 会 長・出 口 庄 次さん
（75）
「元々は、村（春日）のそばにできた
新しいまちにも、もちつきの文化をとい
うことで昭和56年に始めた。新旧住民を
もちのようにまるめてくれた行事だ」

新千里西町 改田明子さん

千 里 新 田 小５年 の 川 崎 陽 輝 君 は

遠距離の恋愛していたシンデレラ

じ、180 キロのもち米が用意された。

ちと一緒にほおばった。

箕面市 佐々木寛太郎さん

なんと横綱稀勢の里の体重とほぼ同

﹁新旧住民をもちのようにまるめた行事﹂

参加者千人超！千里新田地区で恒例のもちつき大会

◆新幹線

︵千新地区子どももちつきフェスタより︶

手際よくもちに味を付けるＰＴＡのお母さんたち︒

吹田市立千里新田小学校で１月20日、
まちづくり協議会や小・中学校PTA
など地域の21団体が力を合わせ、
『第15回 千新地区子どももちつきフェスタ
（同フェスタ実行委員会主催）』を開催した。体育祭、夏祭りと並ぶ同地区３
大イベントの一つで、
もちつき文化の体験・伝承と地域住民の交流が目的。
この日は「大寒」にもかかわらず穏やかな陽気に恵まれ、ボランティアも含め
千人以上（内、子ども約500人）の笑顔であふれた。

のぞみやめこだまに替えた夫婦旅

「もち」が住民まるめます

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︒

約千人の参加者で盛り上がった︒
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「南極物語」は犬映画の筆頭。

約束の犬」
「ベンジー」
「三匹荒野を行く」
「マイ・ドッグ・スキップ」など。「ベートー
ベン」「マスク」のコメディセンスを発揮
するワンコも可愛い。今年もいろんな映
画を観たいわん。

中之島にあった頃の阪大病院入院時に
外出許可をもらって梅田東映会館（現、 ★このコーナーへのお便りや、レビュー
イ―マ内の梅田ブルク７）で観た記憶は

のリクエスト（旧作大歓迎）も常にお待

今も鮮明。

ちしています！

画面をはみ出すかのように広大なロ
ケーション映像と、南極大陸に残された
樺太（からふと）犬が厳しい環境で生き
る姿に見入っていた。タロとジロが観測

車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.47

隊員と再会するシーンは泣いた！ アザラ
シとシャチの怖さに震えた。リキと風連の
クマが印象に残る。

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。

千里文化セン

タレント・浜村淳さんによるトークショー「千里と
わたし」、赤ちゃんからのESD代表・上村有里さ
んの進行による座談会「千里のこれから・コラボ
のこれから」2/10（土）14〜16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●当日会場へ●定員先着150人●保育は
2/5（月）
までに申し込み【問】06・6831・4133

女と男（ひととひと）のフェスタ…2/24

男女共同参画社会について考えるイベント。手
話パフォーマンスや講演、団体やグループの活
動展示など 2/24（土）オープニング13時、講
演14〜15時、団体・グループ活動展示10時〜
16時。千里市民センター（津雲台1-2-1）にて
【申】郵送かFAXで、催し物名・住所・名前（ふり
がな）
・何歳代・電話番号・保育希望は子どもの
名前（ふりがな）
と何歳何か月・アレルギーの有
無を記載し、男女共同参画室へ。2/9（金）必着
【問】男女共同参画室（〒564-8550吹田市泉町
1-3-40TEL06・6384・1461、FAX06・6368・
7345）

千里コラボ大学校…2/24

販売サポート・吉田耕一さんによる「ビッグイ
シューという雑誌をご存じですか ホームレス
の人たちの仕事をつくり自立を応援」 2/24
（土）14時〜16時15分。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
【申】2/23（金）
まで来館・電話受付。先着順●保
育は2/21（水）までに申し込み●06・6831・
4133

JAXAコズミックカレッジ…3/4

スティックバルーンでロケットを作る 3/4（日）
①10時30分〜12時30分②14〜16時。夢つな
がり未来館（山田西4-2-23）にて●小学生（保
護者同伴可）定員先着20人【申】2/1（木）から所
定の用紙を青少年活動サポートプラザへ持参
もしくはFAX（用紙は同プラザにあります。HP
からもダウンロード可）
【問】青少年活動サポー
トプラザ（〒565-0824吹田市山田西4-2-43
TEL06・6816・8552、FAX06・6816・8554）
取材・編集・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

