検索
パン生地をねる児童と︑それを見守る
ミル・ヴィラージュの渡辺さん︵左奥︶

おいしいパンに育てたよ

山手小４年生が校内栽培の吹田くわいでパン作り
組の勝田裕翔君は、力み過ぎて椅子か

焼き上がった「吹田くわいパン」が

段食べている物に小麦粉が広く使われ

ら転んでしまった。でも「思いっきり

教室に運ばれると、
「待ってました！」

ていることなどを学んだ。強力粉・中

混ぜたからおいしくなるはず！」と笑

とみんなで飛びついた。

力粉・薄力粉の違いも教わった。

顔で起き上がっていた。

３組の村上曜君は「名前が覚えにく

しばらく寝かした生地をシートに伸
ばし、くわいのスライスをのせた。今

アリん粉にしたらいい」とユニークな

年度は豊作のため生地が隠れるほどの

アイデアを思い付いていた。なお、今

量が用意されたが、２組の大谷明香音

回は準強力粉が使われた。

さんはあえて少量だけをかわいらしく

小麦粉に酵母やハチミツなどを混ぜ

的なデザインが揃った。

のせて「水玉パン」と名付けていた。
縁起物のゆえんである芽をハリネズミ

ラージュ』のオーナーシェフ・渡辺明

のように立てて並べたものなど、個性

焼き立ての吹田くわいパンを給食時にパクリ＝１月 日・吹田市山手町

て生地を練った。パン店『ミル・ヴィ

朝日新聞

通

毎月

届 ！

3月号

2018年

（通巻215号）

気負わず 情報発信・縁結び

生放送中のスタジオ風景＝２月６日・吹田市千里山東

生さんは「500 回混ぜて！」と指示。１

﹁焼けたよ〜﹂協力のお母さんが
笑顔で教室にパンを運んでくれた

小麦粉を提供した日本製粉株式会
社の竹下篤志さんから講義を受け、普

地元情報

千里山に、週一でインターネットの「生放送スタジオ」に変身する画廊喫茶が
あると聞いて訪ねた。
そこは情報発信基地であり、縁結びスポットでもあった。

放送中︑ディレクター・津野健司さんも笑顔

府が認証する
「なにわの伝統野菜」で、市特産の吹田くわいを使ったパン
作りが１月23日、市立山手小で行われた。同小児童は校内で平成17年から
平野農園（江坂町）などの協力のもとくわいを栽培しており、パン作りは５回
目。市内のパン店などの指導で、４年生３クラス79人が生地作りから行った。

いから強いもの順に、恐竜粉・人間粉・

千里

月刊

千里あさひくらぶブログ

つむぐくん

知ってるあの人が掲載されています

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）
○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

取材日の第 208 回目のゲストには、
なんと兵庫県たつの市から、眉毛メ
イクアーティストの井上美樹さんと
「笑いヨガ」講師の眞木尚代さん。昨
年 12 月、こちらで個展を開いて番組
にも出演した曼荼羅絵師とのご縁で
招かれた。井上さんは２度目の出演
だ。
元をたどればその個展開催も、過
去に出演した芸術団体代表とのご縁
によるもの。井上さんは「この楽しい
空間とマスターの人柄が、こうやって
人と人とのつながりを広げて、色んな
創造を生み出すんです」と話す。
でもお節介ながら、画廊喫茶の経
営と団体のお世話の上に、毎週の放
送…。疲れないかとちょっと心配に。
「気 負 わ ず に
やっているから

たくパンを児童たちはペロリ！

千里山の画廊喫茶

これからどうい

千里山駅と関大前駅の間、一方通

Ustream を利用して生放送され、そ

う風 になりた

こんなにおいしく感じるのかな」
。同組

行道路のほとりに、仏語で「公園」を

の後に YouTube で録画配信される。

いっていうのも

担任の塩川恵利奈先生も「児童と一緒

意味する『ル・パルク』がある。マス

「みなさんこんにちは。お元 気で

ないのよ。意識

に取り組んだから味は格別。伝統野菜

ターの三原滿里さんが、
「夫に絵描き

らっしゃいますか？」から始まる、マ

し過ぎない方が

に触れる機会を作れて良かった」と話

さんを選んだほど」の美術好きが高

スターの朗らかでゆったりとした案内

人はつながる

した。

じて 1985 年にオープン。喫茶担当の

がゲストをリラックスさせ、思いをう

し、うまくいくものだと思うから」

妹、中村幸さんと二人三脚で経営し

まく引き出す。ナレーターを思わせる

ている。

美声は生まれ持ったもの。元広告代

いけどクリみたい。自分で育てたから

日本製粉・竹下さんも児童と
一緒にパンと給食を食べた

（パン作り協力）ミル・ヴィラージュ・渡辺明生さん、日本製粉株式会社・竹下篤志さん、ベーカリーファク
トリー・濱薗市子さん、コーディネーター・冨澤美千子さん、白井前校長、保護者のみなさん、吹田市。

体のゆがみを改善しよう！

ピラティス
（無料）

先 着 順
予約優先

保育付き
予約優先

プロから学ぶ
NEW（乳）知識（無料）

片山町2-5-1

体育指導員と楽しく運動遊び

おやこdeあそぼう
（無料）

お子さま連れＯＫ！

乳・子宮がん検診
（有料）

《主催》吹田市 ◆お問い合わせ 市立保健センター TEL06・6339・1212

大和
大学

西の庄町
阪

急

吹田市役所

グリーン
プレイス
片山町2丁目東

アサヒビール
吹田工場

田

大和大学

他にも多彩なイベント

乳がん講演会

予約不要

保育付き
予約優先

〜16時
平成30年３月21日
（水・祝）10
最終入場15：45

片山公園

JR
吹

学んで 体験して 楽しんで！

吹

田

至大阪

※会場に駐車場はありません。

ご予約方法や費用など詳細は

女性の健康フェス 吹田
でご検索ください。

マスターは、国際交流グループの
代表やスポーツ団体のリーダーなど
を数多く担っていて顔が広い。最近

理店ライターの経験が表現の豊かさ
につながっている。
開局のきっかけは、ディレクターを

は新たに、健康目的のダーツクラブ

担当する佐井寺の電気店『つのでん』

立ち上げにも携わった。またワーク

の津野健司さん。元々放送関係の仕

２月末から期間・個数限定で販売

ショップも開いて、店名の通りここに

事をしていたこともあり「人が集うに

は様々な人たちが寄り集まって来て

相応しいこの場所から情報を発信し

にも味わってもらうため、２月 28 日か

いる。

てみたい」と提案した。

山手小のくわいを使ったパンを市民

年末年始以外はほとんど休まず、

らミル・ヴィラージュで期間・個数限

『千里山ル・パルク放送』はゲスト

定販売される。１個 150 円（税込）
。売

によるＰＲ番組。マスターとトークを

この春で放送開始から丸三年。マス

り切れの場合はご容赦を。

交わしながら、お店やイベントなどを

ターは「生放送の時間を楽しみに、ス

ワンコイン（500 円）で宣伝できる。

マホのアプリを開けて待ってくれる

毎週火曜・午前 10 時から午後２時

人もいるんですよ」と、うれしそうに

（岡野）

◆ミル・ヴィラージュ ７時30分〜19時30分
営業、月曜・火曜定休。吹田市千里万博公
園14‐13 BARONG 1F（山田駅より徒歩約
10分）、電話06・6877・7070

編集後記）川柳のお題「卒業式」。姪っ子が答辞を述べます。私は今から感涙（難波）駅伝大会など掲載予定のイベントが２つ悪天候で中止に。焦った（岡野）

の間の約 10 分間、インターネット

教えてくれた。

そう微笑むマスターは、まるで縁
結びの神様のようだった。

（岡野）

◆画廊喫茶『ル・パルク』吹田市千里山東
2‐21‐27。10〜18時営業（日曜・月曜・
祝日定休）。電話（出演希望）06・6387・
9499 ◇番組視聴はUstreamかYouTube
で「千里山ル・パルク放送」を検索。

妹の中村幸さんが作る人気のサンドイッチ

吹田市民対象

大丈夫。それに、

PR＆トーク番組ネット生放送

１組の荒井美咲さんは「ちょっと苦

23

番組案内役のマスター・三原滿里さん

アツアツ、モチモチのパンの上に香
ばしいくわいがズラリ！ そんなぜい

月刊千里あさひくらぶ３月号 No.215

新千里北町 豊沢タカさん

山手町 俣野喜一さん

講師

次号のお題（1句でも可）
◆入学式◆お花見◆奨学金

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：3/9
（金）
必着

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

3月9日・30日・4月20日（金）
１４：００〜１５：３０

会場：朝日新聞千里販売
（上新田3-10-21）

◆お申し込み
3/6（火）18時締切

さった時は、他の乗客の方に気を使うこと

と運転手さんの安心感にも心身を寄せら
れる快感は車いすならでは。僕は今日も車

でも乗っていたくなる。千里ニュータウン

窓を楽しみ、それゆけ目的地へ！

12 地区周回路線ができたら、ちょっとした
観光ができるかも。
もちろん車椅子でも乗車可能。
「ワンステップバス」の場合は、車体中
央乗り口のステップ上段から引き出し式の
スロープを伸ばして乗り込む。勾配はきつ
め。
「ノンステップバス」は床が低い。乗り
口の脇に収納されている装着式渡し板だ
けでなく、床部には折りたたみ式が常設。
バタンと開いて簡単にスロープとなる。
バス停からほぼフラットに乗車できて、
ワンステップと比べるとはるかに乗りやす
くておすすめ。乗車してすぐの場所にある
座席２人分がぱたんと畳まれて車椅子ス
ペースになる。
車いすユーザー

AKIRAの

vol.８

れれ？となる時も…。
AKIRA/フリーライター・文字起こし業。豊中市在住。

乗車中の筆者︵上︶
と︑﹁ノンステップバス﹂
の乗降口
︵筆者提供︶

ベージュ＆ブルーのカラーリングがみど
り豊かな千里の景色に合っていて、いつま

で検索
WEB 「千里あさひくらぶ」

第137回 千里アサコムコンサート…4/13

車いすのバス利用は少し勇気がいるけ
れど、車体の重量感・馬力感、それに設備

6872-0031

電話 （06）

…問い合わせ。
千里厳選イベント 【問】
【申】…申し込み。

もなくて外出がより楽しくなる。

阪急バスをよく利用します。

反対にテキパキと軽快に応対してくだ

〒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）

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

（別名 フロアボール）

場所や設置方法を知らない方もいて、あ

投稿先

リフレッシュ！ヨガ

インネバンディ

ただ運転士さんによっては、スロープの

朝日千里

カルチャー教室の

床上のアイスホッケー

阪急バス

忘れゆく卒業式と友の顔

卒業式孫の姿がお姫様

青山台 石原裕太郎さん

学び卒え今日が最后の教室だ

箕面市 佐々木寛太郎さん

校門で見送る尊師胸キュンと

くて憧れる」
。子どもたちと手合わせし

◆卒業式

北欧発祥のスポーツ
「インネバンディ」を千
里 第 二 小で 体 験でき
る。
アイスホッケーに近
いスポーツだが、安全
性が高く子どもでも楽
しめる。興味のある方
は「吹田インネバンディ
11
倶楽部」をウェブで検
索してください。
２月 日・吹田市千里山松が丘

てうれしかった。大学生はやっぱり強

●中塚光希さん（3回生・リーダー部）
「リー
ダー部は礼儀や上下関係の大切さを学べ
る。関大に入ったらぜひ入部してほしい。
こん
ないい部活はない」※同部は昼休憩時、演舞を披露。

桃山台 りゅうこさん

「中学生相手に本気でプレーしてくれ

（実施部）アーチェリー、アメリカンフット
ボール、弓道、剣道、硬式野球、サッカー、
ソ
フトテニス、
ソフトボール、卓球、バトン・チ
アリーダー、吹奏楽

その朝にやっとメルアド聞けました

でソフトテニス部主将の新井壮多君は

（岡野）

●大藤優君（豊津一小4年・弓道部体験）
「弓
を引いて、それを固定するのが難しいけど、
お兄さん（澤井さん）が丁寧に優しく教えてく
れた。
これなら覚えられそう」

新千里西町 改田明子さん

ソフトテニスを選んだ、豊津中２年

そう」と互いに刺激し合っていた。

昔はねマシュマロだったの懐かしい

「学食体験」もした。

寺内 岸田知香子さん

した。これからはより前向きに頑張れ

◆ホワイトデー

大正はバレン・ホワイトかやの外

昼食は大学生と一緒に和気あいあいと

高野台 江藤憲子さん

ら、楽しくプレーしていた頃を思い出

義理チョコに上役赤いバラ配る

のもと、午前と午後に２回体験した。

上山手町 中川由恵さん

だけど、子どもたちの純粋な目を見た

忘れてない？チョコをあげたのひと月前

子どもたちが部を選び、保護者見守り

●澤井優志さん（2回生・弓道部員）
「僕も小
学校の時（別の県で）、
クラブ体験をした。大
学の門や校舎の大きさに驚いたことと、お姉
さんが握ってくれた手の温かさをまだ覚えて
いる。
その時から大学のクラブ活動に憧れを
持った」

山手町 道広廸子さん

れてプレッシャーも感じるクラブ活動

あどけなき選手平昌に華咲かす

ど計 11 部・約 250 人が受け入れた。

参加者の声から

青山台 辻美寿々さん

た１回生の谷口睦さんは「成績が問わ

◆ 最年少Ｖ

烈帛の掛声勝利最年少

硬式野球やバトン・チアリーダーな

新千里北町 じゅんたろうさん

関西大学クラブ体験で小中学生と大学生が交流

新星のＶで時代の幕が開く

１月21日、豊津中学校区（豊津一小・山手小・豊津中）の児童・生徒約500
人が「関西大学クラブ１日体験入部」に参加した。同大と地域の交流などを
目的に、吹田市地域教育協議会の協力で2000年から毎年続けられている。

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︒

「憧れ」
「初心」刺激し合う

朝日新聞社と当社共催の街角コンサート。男性
フルート奏者４名が「オペラ
《魔笛》
より
〈序曲〉」
「口笛吹きと犬」
「トランペット吹きの休日」など
を演奏。 4/13（金）19時〜20時。千里中央・朝
日阪急ビル1Fエントランスホール（新千里東町
1-5-3）にて●無料●予約不要●自由席（入退
場自由）
【問】06・6872・0031

おとなの転勤族カフェ…3/15

転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報
を共有 3/15（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●当日会場【問】06・6831・4133

ビブリオバトルinコラボ…3/17

5分で1冊の本を紹介するゲーム 3/17（土）14
時〜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●定員は、発表
者5人程度、観覧者20人●3/16（金）まで来館・
電話受付。先着順●保育は3/14（水）
までに申し込み【申】06・6831・4133

たけのこ掘りを楽しもう…4/8

4/8（日）10時〜①千里第7緑地（阪急南千里
駅）②桃山公園（北大阪急行桃山台駅）③千里
第8緑地（北大阪急行桃山台駅）●定員①60組
②40組③40組。多数抽選。1組5人以内●市内
在住・在勤・在学者（小学生以下、保護者同伴）
【申】公園みどり室と花とみどりの情報センター
（千里、江坂）で配布する書類か市ホームペー
ジでご確認を。3/9（金）締切。
【 問】公園みどり
室 TEL06・6834・5364、FAX06・6834・5486）
取材・編集・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

