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（通巻217号）

地元 吹田の顔を美しく

吹田サッカースタジアム植栽帯 地域住民が毎月除草

この日の 作 業 は 敷 地 の 約 １ ／ ３ に
渡った。取った草は廃棄せず、植栽帯
にまんべんなく戻して肥料にした。
植山さんは「いつか花がこんもりと咲
き誇ってスタジアムを囲む日が楽しみ」
とほほえんだ。
（岡野）

市立吹田サッカースタジアム（千里
草作業に関して大阪府日本万国博覧会
万博公園３）正面に広がる植栽帯を、 記念公園事務所と協定書を締結し、活
地域住民が毎月、ボランティアで除草し
動をさらに本格化させた。
ている。
初夏の陽気となっ
Suita Soccor Stadium の頭文字をとり
た４月３日は、男女
「３S（スリーエス）サポーター」と名付
８名が参加した。膝
けられたこの活動は、市内で環境学習
丈ほどのユキヤナギ
支援や社会貢献活動などをする NPO 法
やアベリアの間に生
人すいた環境学習協会 SELF のメンバー
えたカラスノエンド
が中心となって行う。
ウなどを、鎌を使っ
毎月第１火曜の午前中２時間、面積
て手 作 業で 丁 寧 に
約 3,000㎡、距離約 300㍍の植栽帯で作
取っていった。
業する。
松 島 純 代 さん は
2016 年６月、近所に住む SELF のメン 「スタジアムは 吹 田
バー植山京汎（たかひろ）さんが自主
の 新しい 顔 だ から、
的に始め、次第に仲間を増やしていっ
来る人に気持ちよく
た。
なってもらい た い」 ◆3Sサポーター 参加ご希望は直接現地へ。活動予定はSELF
ウェブサイト www.geocities.jp/suitakankyo/ に掲載。
ここは府の管理地で、昨年３月、除
と汗を流していた。

「ふらっとサロン」
リニューアルオープン
気軽に立ち寄れる、市民の世代間交流の場

奥野会長︵左︶から新入学児童にランドセルを手渡された

４月 16 日、吹田市の西山田ショッピ
ングタウン内に、市民の世代間交流の
場「ふらっとサロン」がリニューアルオー
プンした。市の助成も受けながら、地
域のボランティア約 80 名で運営される。
2005 年から西山田地区集会所で運営
されてきたが、集会所の耐震化工事等
に伴って移転した。
上島珈琲直伝の淹れたてコーヒーな
ど、飲み物は全て100円。飲食物の持ち
込みもできる。
代表の尾浦芙久子さんは「より多くの
人が行き交う場所に移ったので、良い
ところを継承しながら新しいことにも少
しずつチャレンジしたい。誰にとっても
居心地の良い雰囲気を作り、気軽にふ
らっと立ち寄れる場所になれば」と願う。
初日から大勢の来客があった。幼児
連れの主婦は「たまたま買い物帰りに
入ったら知り合いがいた。まちの中にこ
んな場所がある、というだけでも意味が
あると思う」。また、ボラティアスタッフ

でもある高齢女性は「私は病気持ちだ
けど、ここで（世代を超えて）色んな人
と話すことで気持ちの整理ができ、気晴
らしにもなる」
と笑顔で話した。 （岡野）

◆ふらっとサロン 吹田市山田西2-4
（デイリーカナート向かい）／月〜金曜
10〜16時／ボランティアスタッフさんも
募集中 090・3948・7114 尾浦さんまで。
リニューアルオープン初日のようす

「私生活や仕事でうまくいかないとき、
そんな笑顔を思い出して頑張っている。
この活動が今後も続けられるよう僕も業
績を上げたい」
今春は 109 人のピカピカの１年生が、
胸を張って学び舎の門をくぐった。
（岡野）

編集後記）
この仕事をさせてもらうと、
まちなかに優しさがあふれていることを感じます。私もそうなりたいと思いながら記事を作っています（岡野）

通

5月号

大阪の企業 府内児童福祉施設の新入学全児童へランドセル
がったことをきっかけに、それまでの宅
配便にかえ、社員が直接施設に届ける
ようになった。
営業社員・大橋直樹さん（25）は「児
童がランドセルを背負ってうれしそうに
走り回る姿を見ると僕までうれしくなる」
と話す。

朝日新聞

2018年

「ピカピカの１年生」今春109人
府内の児童福祉施設を利用する新入
学児童全員に、毎年ランドセルを贈り続
けているラミーコーポレーション（福島
区・ラミネートメーカー）で３月 27 日、
寄贈 20 周年記念式典が行われた。
寄贈を始めた当初は文具や野球用品
が中心だったが、２年目に奥野明会長
（当時 52 歳）が施設関係者から「６年
生のお古（ふる）のランドセルを背負う
１年生が学校でいじめられている」と聞
いたことをきっかけに、翌年からランド
セルを贈るようになった。これまでの寄
贈数は 2,402 個にのぼる。
式典では府から同社に感謝状が贈ら
れた後、４月から北摂の小学校に通う
男児（６）へ、会長がピカピカのラン
ドセルを手渡した。
児童は早速、贈られたランドセルを
箱から出して背負った。出席者から「重
たい？」と聞かれると、はにかみながら
小さく「うん」とうなずいていた。
同社では４年前から、社内で声が上

地元情報

スタジアムの植栽帯を除草するメンバー

料）はのべ 156 人が受診した。
「プロから学ぶ New＊乳知識」と題さ
れた乳がん講演会には 100 人以上の参
加があった。済生会吹田病院乳腺外科
の医師、佐藤七夕子さんが診断や治療
方法などを解説し、「乳がんに予防法は
ないが唯一自分で発見できるがんです。
月に一度のセルフチェックを」などと訴
えた。
その 後、同 病 院 乳
がん看護認定看護師
の 池 末 マミさんが自
己 検 診 法 を 詳しく伝
え、「体を洗った後の
泡を流す前が、すべ
りが良くて触りやすい
です」などとアドバイ
スしていた。
講演後の質問コー
ナーで は「私 は ず い
ぶん高齢だが検診は
必要でしょうか」とい

う問いがあり、佐藤さんは「平均寿命
が延びるなか、どれだけ健康寿命を延
ばせるかも大事。ぜひ検診してください」
と答えてい た。他 にも質 問 は 絶えず、
参加者の関心の高さを表していた。
催しを企画した、吹田市健康医療部
保健サンタ―の岸敏子さんは「今回は
できるだけ色んな世代に来場してもらえ
るよう休日開催にし、保育も整えた。ま
た健康関連の企業ブースを設けたり、
ピラティス体験会、スタンプラリー、子
ども向けのコーナーなど、来場者が楽し
めるようにも工夫した」と話した。
実際、若い世代や親子連れも多く来
場し、同行した夫が一緒に健康チェック
をする姿なども見られた。
また、同大の学生もボランティアとし
て活躍した。血管年齢測定の補助係を
した、保健医療学部看護学科新４回生
の山村優輝さんは「卒業後は病院で働
きたいので、今回は市民のみなさんが
どういうことを知りたがっているのかが
分かる良い機会」と目を輝かせた。
吹田市では今後も、地域や企業と連
携し、健康啓発イベントを開催していき
たいと考えている。
（岡野）

千里

取材当日の参加メンバー
植山さんは右から２番目

乳がん講演会には１００人以上が参加した

大和大学（吹田市片山町２）で３月
21 日、市主催『女性の健康フェスティ
バル』が開催された。市内の主に子育
て中や仕事を持つ人、中高年が対象。
健康づくりの支援を目的に、乳がん・
子宮がん検診や、乳がん講演会、ピラ
ティス体験会などがあった。悪天候にも
関わらず 500 人以上が来場し、子ども連
れでも可能な、乳がん・子宮がん検診（有

検索

つむぐくん

子育て中や働く女性らに啓発

千里あさひくらぶブログ
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自分の健康 関心もって

知ってるあの人が掲載されています

こころちゃん
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箕面市 佐々木寛太郎さん

トントンと叩く背中に母子愛

竹見台 上田憲次さん

西田産業（株）

新提携

「あさひくらぶ見た」で

家族はつらいよ
2016年日本 山田洋次 監督

20%サービス!

出してゆく監督の筆さばきが見事。
名優揃いによる起承転結がはっき

安心の起承転結と喜怒哀楽

りした喜怒哀楽のホームドラマは、最

豊中市生まれ（！）で名誉市民の山

世代が楽しめる貴重な映画。

後まで安心して鑑賞できる。すべての

田洋次監督が「男はつらいよ」シリー

２作目では、周造の運転免許返上

ズの最終作以来21年ぶりに手がけた

問題を笑いと慈味たっぷりに描き出

喜劇映画。

している。
「 男はつらいよ」48作に並
ぶくらいの長
寿を願う。
シリーズ３

払ったり、品が無くてガサツな周造お

作 目「 妻よ薔

じいちゃんを演じる橋爪功が嬉々とし

薇のように 家

ていて可笑しい。実際に家族にいた

族はつらいよ

ら迷惑なんだけど憎めない。

Ⅲ」は５月25

言い争いが頻繁に起こる平田家の

を通して、戸建て住宅地の高齢化問

より転載
.com

靴下を脱ぎっぱなしにしたり、酔っ

映画

環境ブースの出展やライブ演奏、フリーマー
ケットなど 6/3（日）10〜15時●くるくるプラ
ザ（吹田市千里万博公園4-3）にて
【問】
くるくる
プラザ TEL06・6877・5300 FAX06・6876・0530

締切：5/14
（月）
必着

千里山東2-24-16

さを誘われる。今では珍しい大家族
※イメージ

（お題を明記。自作の未発表に限る）

「千里山で��年になります」

丁々発止の会話が軽妙。また全体的

千里エコフェスタ…6/3

次号のお題（1句でも可）
◆父の日 ◆梅雨 ◆●●禁制

06-6384-6801

に醸し出される昭和の匂いに懐かし
同クラブ個人総合優勝者は次の皆さん
（敬称略）女子初級・酒井温子（小３）
／女子初級・渡邉美緒（小４）／男子
初級・高橋和久（小６）／男子中級・
小西智孔（小４）

〒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）

にしだ

に、祖父母夫婦の離婚騒動を描く。

講師は登録グループ・千里ネイチャークラブ
5/26（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（小学３
年生以下は保護者同伴）●当日会場。先着順
【問】06・6833・8090

投稿先

たたみ と ふすま

三世代が同居する平田家を舞台

わくわく千里自然工房 かぼちゃの種
でテントウムシ作り…5/26

朝日千里

◆母の日

母の日に贈りたいのに今は亡き

朝日新聞社・当社共催の街角コンサート。昨年
６月出演のナターリア・コズローヴァさん（ソプ
ラノ）、次郎丸智希さん（ピアノ）がお客様の声
に応え再登場！
「百万本のバラ」
「夏は来ぬ」など
6/12（火）19時〜20時。千里中央・朝日阪急ビ
ル1Fエントランス（新千里東町1-5-3）にて●無
料●予約不要●自由席【問】06・6872・0031

青山台 石原裕太郎さん

第138回 千里アサコムコンサート…6/12

①来院時、診療・トリミン
グ・ペット ホ テ ル 費 用
10%（カード払いは5%）
OFF／②トリミングのみ
初回基本料金の20%
（カード払いは15%）OFF
／①②とも狂犬病ワクチ
ン接 種 料とそれ に関る
費用、手術料、ワンニャ
ン健診、
フード、キャンセ
ル料、診断書発行手数料
除く。重複割引不可。

母よりも偉大なるもの何もなし

…問い合わせ。
千里厳選イベント 【問】
【申】…申し込み。

古江台近隣センター内
（以下に変更しました）

寺内 岸田知香子さん

で検索
WEB 「千里あさひくらぶ」

動物病院
ファミリー

新緑に映えた滝道水ぬるむ

熊野町 杉本悦子さん

6872-0031

電話 （06）

※記事中の学年は取材時。

女子は跳馬・段違い平行棒・平均台・
ゆか。男子はゆか・あん馬・跳馬・鉄
棒で技を競い合った。
男子初級クラス個人総合で優勝した高
橋和久君（小６）は「得意の鉄棒がう
まくいった。でも全体としては70点くらい。
今後はもっと大きさ、高さ、着地を意識
する」。女子初級クラスの斉藤馨さん（小
４）は「最後の段違い平行棒で落ちて
しまって悔しい。でも笑顔は見せられた
ので良かった」と話した。
（岡野）

春光に大地を破る芽の力

１４：００〜１５：３０

会場：朝日新聞千里販売
（上新田3-10-21）

小中学生クラブ対抗 第29回プラムカップ

高野台 江藤憲子さん

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

5月11・18・25日
（金）

小中学生が対象のクラブ対抗体操競
技交歓大会「第 29 回プラムカップ」が
３月 25 日、玉川学園幼稚園（吹田市高
野台４）で初めて開催された。主に北
摂地域から 11 クラブ・約 100 名が参加、
玉川体操クラブは団体・個人総合の獲
得ポイントで競う「クラブ対抗」で見事
総合優勝し、前年に続く連覇を果たした。

新緑に羽化を夢見るヒメボタル

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

5/7（月）18時締切

桃山台 りゅうこさん

リフレッシュ！ヨガ

◆お申し込み

◆新緑

提携店変更情報

カルチャー教室の

講師

ひこばえに貰ういのちのメッセージ

新千里北町 じゅんたろうさん

新緑の香りを連れて来る新茶

山手町 道広廸子さん

論戦にならぬ国会逃げまくり

新千里西町 改田明子さん

もうたくさん議論はやめて行動へ

青山台 辻美寿々さん

国思う論戦いづこ野党たち

新千里北町 豊沢タカさん

老夫婦介護について議論する

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︒

◆ 論戦

2018年4月29日
（日）発行

日（金）から全
国公開！
車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.48

題をさらりと背景に置く。家族という
ものは煩わしく鬱陶しいものだと認
めた上での、人間関係の必要性を見

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

