工区
松が丘
●図書館

●千二小

同線周辺の主な商業地域は、イオン

やオアシスのある千里山駅周辺と、関

丘陵地の「山」の部分を掘削して「谷」

西スーパーのある佐井寺南が丘、上山

にしたり、景観や防災に配慮して無電

手町周辺。それぞれへのアクセスが向

柱化を行うなどしたため、事業開始か

上したことで、消費者の選択肢が広

ら約８年、工事は約４年かかり、総事

がった。小売店にはこれまで以上の競

業費約２３億円を費やした。

争が求められる。

届 ！

４月号

（通巻216号）

「ニュータウンっ子」羽ばたく！

至 JR 吹田駅

クラブ初の快挙！ 千里
ニュータウン在住の小学生が多
く所属する「千里ひじりサッカークラ
ブ（豊中市新千里北町）」新６年生チー
ムが、４月に東京で開催されるʻ小学生年
代のワールドカップʼこと、FIFA公認「ダノ
ンネーションズカップ2018 in JAPAN」
本大会に出場する。予選大会を振り
返りながら、本大会への意気込
みをお伝えする。

千里ひじりサッカークラブが初の全国大会出場

ンプは通らなくなるだろう」と胸をな
でおろす。

竣工式のテープカット

写真はすべて︑２月 日・服部緑地スポーツ広場

工区（405 ㍍）は特に難工事だった。

毎月

千二小正門そばの四叉路

けられ、今回開通した中央部の松が丘

商業地域活性化を期待

通

2018年

千里山からJRへ、佐井寺南が丘・上山手町から阪急へ、
アクセス向上
商業地域活性化や歩行者の安全確保などにも期待
同線は総延長 1530 ㍍。３工区に分

朝日新聞

区
佐井寺工

●千二幼

（四叉路）

地元情報

つむぐくん

区
丘工

千里

至 五月が丘地域

至 産業道路

星が

至 佐井寺・山田地域

佐井寺南が丘
上山手町地域

千里山駅

3月15日午前11時、初夏を思わせる陽気のもと、都市計画道路千里山佐井寺
線が全面開通した。千里山と佐井寺地域を結ぶ補助幹線道路で、市を東西に
結ぶ交通の要衝ともなる。商業地域の活性化、災害時の避難経路、歩行者の安
全確保などにも期待が寄せられる。

至 北千里駅

検索

月刊

全面開通

千里あさひくらぶブログ
至 新御堂筋方面

都市計画道路 千里山佐井寺線

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
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阪急千里山駅・ＪＲ吹田北口間をバス運行
３月 31 日より、阪急バス吹田市内線
が上山手町から分岐して阪急千里山駅

一方、まちにはこんな声も。
千里山西在住の 80 代女性は「最近、

まで乗り入れる。これにより千里山地

道ができたりして素敵なまちになった

域と JR 吹田北口が結ばれる。

けど、昔この辺りは山に囲まれた谷で、

これまで千里山地域の住民がＪＲを
利用するには、阪急梅田駅へ出て（大

小川に沿って田んぼが並ぶきれいな田

世界につながるダノンネーションズカップ in JAPAN ４月・東京でキックオフ
昨年 11 月、近畿一円から 32 チー

舎だったよ」と懐かしむ。

んだが、千里ひじりＳＣは運よく抽選

徳田君にはジンクスがある。
「誰も

人 220 円）
、
ＪＲ大阪駅まで約 10 分か

ムが参戦した大阪会場予選を戦い抜

れた。後藤圭二市長が地域住民の協力

け徒歩移動するパターンが多かった。

き、代表４チームの１つに選ばれた。

８チームによる決定戦では、グルー

に感謝を述べた後、
「式次第にはない

今後はバスで直接ＪＲ吹田駅へ行け

しかし、担当コーチの伊東恭平さ

プステージでヴィッセル神戸Ｕ―１２

んです」
。予選では
「しっかりやろう！」

けれど」と前置きのうえで、事業主体

る（同 220 円）ので、特に高齢者にとっ

の市土木部・地域整備推進室のスタッ

ては負担軽減につながるだろう。逆に、

フを呼び寄せ、労いの言葉をかける場
面もあった。

佐井寺南が丘、上山手町周辺の住民に

13
11

とっては阪急電鉄が利用しやすくなる。

同線は、東はＪＲ吹田駅や産業道路、

で代表決定戦に進出した。

ん（30）は「大会エントリーは、上を

を下したオオタフットボールクラブと

とつぶやいて、全員の集中力が最後

対戦。スコアレスのままＰＫ戦に突入

まで途切れなかった。そして本大会

力試しのつもりだった」と明かす。

した結果、千里ひじりＳＣは３人全員

ではこう言うつもりだ。
「ビビらずに

がシュートを決め、見事全国切符を

やり切ろう！」

それまでのチーム状況が「試合前
でも今一つピリッとせず、主体的に

勝ち取った。

西は阪急千里山駅や新御堂筋につなが

今後、上山手町から阪急南千里駅方

動き出さない。大事な一戦を落とす

今回、想定外の成績を収めたこと

面を結ぶ「佐井寺片山高浜線」の着工

ことが多かったり、強豪には歯が立

についてコーチは「正直すごい。守り

発達してきた吹田市で、東西を結ぶ交

が予定されている。

たなかった」からだ。

に入らず常に攻める姿勢が良かった。

れは渋滞解消の道ではなく、ひとのた
めの生活道路だ」とも。
考えてみた。

歩行者の安全確保
地域では、歩行者の安全確保が長年
の課題だった。特に千里第二小学校の

しかしその経路には、今や貴重な田

８つに分かれたチーム総当たりの

んぼや里山が残る。開発と同時に、千

グループステージでは、強豪、京都
長岡京ＳＳを１―０で下す金星。グ

本大会に向けて、センターバック

ループ内で２チームが１勝２分で並

でキャプテンの徳田浩一郎君（11 歳、

松が丘工区より佐井寺南が丘方面

まちの声から

柵がない危険な道がある。今後、新道

●以前は千二幼稚園前の押しボタン信号に
気付かず進む車が少なくなかった。今回、信
号が変わったのでそれがなくなることを期待
している
（千二幼稚園・見守り係の男性）

れ、安全性が高まるだろう。
同小の正門で安全警備を担当する男
性は「門を出てすぐ左にある四叉路は、
警察官が時々監視をするほど危ない。
まだ安心はできないが、少なくともダ

編集後記）道の開通１つとっても、色んな意見があるのだな、
と思いながらインタビューしました（岡野）

れた」と驚きを隠さず評価した。

里の象徴でもある水や緑との共存方法

通学路には、車歩道を区別する段差や
を選択する車が増えることが予想さ

子どもたちは本当によく頑張ってく

も考える必要があるだろう。 （岡野）

●（佐井寺方面から）
これまで遠回りして図
書館や千里山駅に行ってたけど、
これからは
楽で安全になる
（30代・子育て中の主婦）
●店の近くに信号ができ、停車中の車が注
目してくれるようになった（美容室店長）
●坂道の向こうに何があるのかな。行ってみ
たい（小１・男児）

大会に向けメンバー争いも激しい

そこで、地域住民にとっての利点を

（阪急バス公式サイトより転載）

ぶやくと、不思議とその通りになる

目指すチームを見せたかったから。

る。市長は「これまで南北の交通網が
通の要衝が誕生した」と話す。また「こ

聞いていない所でやりたいことをつ

豊中市立新田小）は「出場はキャプ
テンとしても個人としても、とにかく
うれしい。悔いのないよう自分たちの
全 力を出し切る」
。エースストライ

サッカーが 大 好きなニュータウ

カーの茨木陸君（11 歳、同市立西丘

ンっ子たちが、晴れの舞台で物おじ

小）は「右 足 で ダ イ レ クト ボ レ ー

せずに走り回る姿が目に浮かぶ。本

シュートを決めたい！ J リーグ下部

大会を制覇すれば、翌 19 年にフラン

組織の目に留まるくらいの活躍をし

ス（予定）で行われる「世界大会」出

たい」と意気込む。

場権を得る。夢はでっかい！ （岡野）

※前回の本大会出場は抽選での選出だったため、予選を勝ち抜いた今回を「初出場」
としました。

キャプテンの徳田君

造成前の松が丘工区の風景
＝ 年 月撮影

当日、開通に先立って竣工式が行わ

みんなの「庭園」ついに完成！

月刊千里あさひくらぶ４月号 No.216

熊野町 杉本悦子さん

まだ生きる八十路入学背を伸ばす

竹見台 上田憲次さん

NTオススメ花見処

理科・算数担当の丸野寛朗先生は「子

〒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）
◆母の日 ◆新緑 ◆論戦

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：4/9
（月）
必着

…問い合わせ。
千里厳選イベント 【問】
【申】…申し込み。

し

第137回 千里アサコムコンサート…4/13

た。また、池を作るのに土を掘って出
池の底に毛布を並べる
︵２月７日︶

たガラなどは、校舎建物周囲の土が痩
せた部分に踏み固めるなどし、できる
だけゴミが出ないように努めた。
池づくりで大切なのは水を漏らさな

22

（14×８㍍）を敷いたが、シートが傷つ

みどりや花々が身近にあることで四

どもたちが作り上げることに熱心だっ

季を感じられる素敵なまち千里。

たのが印象的だった。今後は植物や生

桜が千里の各所で咲き誇り、気分

き物のようすなどを観察し、学習にも

が弾む！ 心が明るくなる！

役立てたい」と話した。
また、校長の草場敦子先生は「地域
の皆さんには心から感謝している。子

今はまだ、まるで開発されたばかり

な様子を見ながら「子どもたちはこの

のニュータウンのような、ちょっぴりさ

取り組み全体を通じて、お互い協力し

みしい中庭の景色。これから児童たち

あったりリードしたり、普段は見せな

の未来と一緒に、年月をかけ、豊かな

い顔を見せてくれた」と感心していた。

場所に育っていく。

と言う５年２君の山本悠大君は「日本
国有鉄道の電車を生き返らせたい！」
、
６年２組の栗栖佳子さんは「笑顔で夢
に向かって頑張る」と力強く書いた。
このビオトープづくりは、公益財団法人 高原環境財団の助成事業です。

千里最大の桜並木は、言わずと知

てください。
「SNS 映え」もしますよ。
さーて！ 今年も桜色いっぱいの千
里の道を散策するぞー !

見上げると、青空とのコントラストに
映えて眼福。曇天を背景にした時は、
静かに凛とした印象が際立ってまた素
敵。
桜の中には、気まぐれか花の神様の
いたずらか、幹の途中からパッと咲い
ているものもあって、それがちょうど
僕の目線にあって親近感。
目立たずとも、しっかり芽吹いて花

牛乳パックと輪ゴムを使ったびっくり箱作り。講
師は登録グループ・千里ネイチャークラブ 4/28
（土）10〜12時。豊中市千里公民館（新千里東
町1-2-2）にて●無料●定員40人●当日会場。
先着順【問】06・6833・8090

ん、ぜひウォーキングがてら探してみ

散歩していると気分が華やぐ。

ビオトープ全景︵３月９日︶

書かれている。幼いころ大阪環状線を
眺めて育ち、将来は運転手になりたい

わくわく千里自然工房 びっくり箱を作ろう…4/28

いるように見えて可愛い。読者の皆さ

晴天時は、立派な枝ぶりに近づいて

（岡野）

橋の裏には、児童たちの夢や誓いが

この時期は、それがまるで花見をして

も、駐車してのお花見はＮＧです。

待していた。

６年２組担任の福本遥花先生はそん

女性社会人落語家集団・なでしこ会との合同企
画。落語家・千里家圓九さんらによる落語 4/15
新千里北町から千里中央をのぞむ （日）14〜16時。豊中市千里文化センター「コラ
（新千里東町1-2-2）にて●無料●定員100
歩道に、亀の車止めが鎮座している。 ボ」
人●当日会場。先着順【問】06・6831・4133

の「千里さくら通り」
。超オススメ。で

てゆくエネルギーにしてほしい」と期

コラボ寄席…4/15

情報を１つ。

れた、豊中市新千里北町から吹田市青
山台を通る府道 121号線
（吹田箕面線）

どもたちはこの達成感を未来に向かっ

きっと、僕ならではのマニアックな

幹から直接花を咲かしたソメイヨシノ
︵筆者提供︶

力を合わせ丸太橋を運ぶ︵２月 日︶

場所に移して完成後に再び植え付け

ようにたくさんの毛布を並べた。

投稿先

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

ニュータウン

プロジェクトに主体として携わった

はできるだけ伐採せず、いったん別の

かないよう、その下にはモザイク画の

朝日千里

の命名発表、メダカ・ドジョウの放流、

歩ずつ一歩ずつ慎重に運んだ。

いこと。そのため底にはゴムシート

◆入学式

ピカピカの一年生が減り続け

もとの生き物を大切にするため樹木

千里山松が丘 辻井康祐さん

け合い、途中何度か休憩しながら、一

み

だ

涙目で見送る孫の入学式

成まで全ての工程に児童が関わった。

山手町 俣野喜一さん

ばしなどが行われた。

は

ふる里の花見の宴がなつかしい

㌔以上ある橋を、６年生児童が声を掛

山手町 道広廸子さん

山三郎代表）協力のもと、設計から完

◆お花見

高台の廃校囲う山桜

同月学校を巣立つ６年生による風船飛

寺内 岸田知香子さん

た丸太橋が２本架けられた。重さ400

花見宴新入り社員腕見せる

池には、縦に割った杉材を３つ束ね

た NPO 法人すいた体験活動クラブ（稲

新千里東町 新原健市さん

内の学校で９つのビオトープをつくっ

外つ国の花見客増えニューマナー

感謝状贈呈、児童が考えた「佐竹庭園」

青山台 辻美寿々さん

オトープをつくることが決まった。市

すいた体験活動クラブスタッフへの

● 夢の丸太橋架けた

酒に酔い肉頬張って花いづこ

児童や卒業生、地域住民らが憩えるビ

新千里北町 豊沢タカさん

んで完成式が開かれた。

ありがとう奨学金で夢かなう

域からもたくさん集まった。

昨年、そんな状態を解消するため、

新千里西町 改田明子さん

した。９日には、中庭を全校児童が囲

取り入れて育児介護の奨学金

３月初め、ビオトープがついに完成

なって呼びかけてくれたおかげで、地

箕面市 佐々木寛太郎さん

近隣センターのお米屋さんが中心と

童があまり近寄らなかった。

有難く借りて貰って返さない

生い茂り、昼間でも薄暗い印象で、児

青山台 石原裕太郎さん

● ビオトープ完成祝い！

毛布は児童の家庭からだけでなく、

奨学金もっと出せぬか議員さん

以前の中庭は雑然と低い木や雑草が

◆ 奨学金

千里ひじりサッカークラブ
︵萱野ＳＣと練習試合︶

全校児童参加の一大プロジェクト 佐竹台小・ビオトープづくり

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︒

ビオトープの完成を６年生が風船を飛ばして祝った︵３月９日︶

吹田市立佐竹台小の中庭にビオトープが完成した。
昨年12月から約３か月かけ、工程ごとに学年別で全校
児童約650人が参加した。3月9日には、ビオトープを囲
んで盛大な完成式が開かれた。

2018年3月25日
（日）発行

車いすユーザー

AKIRAの

vol.９

開く姿を応援しちゃう。そんな存在感
を僕も身に付けたい。

AKIRA/フリーライター・文字起こし業。豊中市在住。

わくわくリフレッシュヨーガ…5/9〜6/27

少人数のレッスンで、心と体をリフレッシュ 5/9
〜6/27の水曜日・10時〜11時30分。わくわくの
郷 吹田市自然体験交流センターにて●各回
300円●市内在住の18歳以上。高校生は除く●
定員20人。多数抽選。保育あり
【申】往復はがき
に催し名、住所、名前（ふりがな）、年齢、電話番
号を書いて、わくわくの郷（〒565・0873吹田市
藤白台5-20-1、TEL06・6872・0713、FAX06・
6871・7747）へ。4/11（水）必着。

森のようちえん 春…5/20、6/17、7/16

自然の中の遊びや新しい友達づくり 5/20（日）、
6/17（日）、7/16（月・祝）10時〜15時30分。わく
わくの郷 吹田市自然体験交流センターにて●
市内在住の4〜6歳と保護者●定員20組。多数
抽選●各回1,000円。幼児900円【申】往復はが
きに住所、保護者と子どもの名前（ふりがな）、
年齢、電話番号を書いて、わくわくの郷（〒565・
0873吹田市藤白台5-20-1、TEL06・6872・
0713、FAX06・6871・7747）へ。4/20（金）必着。
取材・編集・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

