最大３時間半食べ・飲み放題！今季もさらにパワーアップ！

出来立てイタリア料理がその場で提供される
﹁グリルライブキッチン﹂が新登場

千里の夏の風物詩、千里阪急ホテル

ビールは、ザ・モルツ、一番搾り、スー

『プールサイドビアガーデン』が開催中

パードライ、ドライブラックと豊富。さ

だ。最大３時間半食べ・飲み放題。
今年は、本格ピッツァやパスタなど
が楽しめる「グリルライブキッチン」
が登場した。アツアツの料理をまさに

らに今年から北摂の地酒（６、
９月のみ）
と、目にも楽しいカラフルなカクテル
が加わった。
プールサイドビアガーデンと言えば

ライブ感たっぷりにシェフの手から受

大好評のステージパフォーマンス！

け取ることができる。他にも、シーズ

サンバナイト、ベリーダンス、フラダ

ンごとに変化するバラエティ豊かな料

ンス‥涼やかな水辺で異国情緒をたっ

理で、リピーターも楽しませてくれる。

ぷり体感できる。
（開催日は公式サイト
で確認を）
また、今年はあえて従来より座席数
が減らされ、来場者の移動が快適に
なった。細かいことだがお客目線のう
れしい配慮だ。
同ホテル総支配人室の河端崇さんは
「年々進化させ、地域への浸透を感じ
ています。ホテルだからこその総合力
を生かしたビアガーデンです。千里あ
さひくらぶ読者の方も是非いらしてく
ださい」と話す。

（岡野）

楽しく・真剣にパチッ 仲間作りも
千里NTで活動中 将棋同好会
「あゆみ会」
と
「将友会」

【期間／時間】９月末日まで毎日開催。
平日17時30分〜21時／日・祝20時半
まで 【税込料金】一般4,500円・3歳〜
小学生2,000円 ☆各種割引など充実。
詳しくは公式サイトで お得情報 「千
里あさひくらぶを見 た」と電 話 予 約
（06・6871・2416）
で通常一般4,500円
が4,000円に！
（グループ全員に適用）

ポイント制など励みになるような工夫

将棋同好会「あゆみ会（大平公雄会長、

というような声が漏れたり、自信の一

もしているので、興味のある方は見学

山田隆勝副会長）
」の第 74 回例会が開

手には鼻歌も流れてくる。皆、真剣そ

にいらして仲間作りにも役立ててくだ

かれた。当日は 60 歳以上の市民 26 名

のものだが、終局後はお互い爽やかに

さい」
。問い 合 わ せは 大 平さん（06・

が参加、午前から夕方にかけ計４局

一礼し、感想戦を行ったり、ロビーへ

6871・1546）ま た は 田 原 さ ん（06・

戦って総合成績を競った。

出て談笑していた。

6877・3053）まで。

ら参加していて、ここは強い弱いに関

開催だったが、会員や市民の「毎月開

わらず楽しめるからとても気に入って

年前に同会が発足した。
会員は、規定の段・級位でＡ・Ｂ２ク
ラスに分けられ、対局相手は過去の成
績などを参考に、運営スタッフが実力
の近い者同士を組む。原則初段以上の
Ａクラスには「タイマー」が用いられ
るなど本格的だ。
対局前に携帯の電源はオフ。室内に
は「パチッ、パチッ」と駒を指す乾い

（通巻219号）

地域緑化に小さな陰の立役者
児童が花咲かせ施設へ寄贈 地域交流も深める

児童が校内で育てた花で学校と地域を緑化し、互いの交流を深め
ることが目的の『みんなで育てる花いっぱいプロジェクト』が５月、吹
田市立千里第一小（22日）
と古江台小（24日）
でスタートした。大阪府
茨木土木事務所の支援による一校３年間の継続事業。NPO法人す
いた体験活動クラブと保護者が協力した。
両校とも３年生が作業をした。土

岡﨑英太君は「花が咲いたらそれか

に肥料（元肥）と水をかけて丁寧に

ら種をとって、またまく！」と元気一

混ぜ込んでポットに入れ、マリーゴー

杯に話した。贈り先は、４年生が３年

ルドとジニアの種をまいた。その後、

生時の「地域学習」で知った施設の

肥料
（追肥）
を乗せて花の名札を立て、

中から選ぶ予定だ。

（岡野）

５月頃まで楽しめるという。

千里第一小２組の麻中智早さんは
「同級生の北村優衣さんからピアノの
コンクールでバラを贈ってもらい、と
てもうれしかった思い出がある。地域
の人にもそんな気持ちを感じてもら
いたい」と話した。
同小は今回が３年目で最終年度。
宮前桂子校長は「公民館の方が毎年
花を飾る場所を空けて待っていてく
れたり、校舎の間を通る道路沿いの

（岡野）

大阪府茨木土木事務所職員の説明に熱心に耳を傾ける千里第一小の児童＝5月22日、吹田市片山町4

花を見た方から『以前より学校が明
るくなったね』と評価されるなど、地

【当日の受賞者一覧】
（敬称略） Ａ＝優勝：千
地正彦、準優勝：田中勇、三位：角野達雄、敢
闘賞：大平公雄／Ｂ＝優勝：宇野進、準優勝：
木下稔、三位：三宅庄太郎、敢闘賞：鮫島輝明

域の期待が膨らむのを感じている」
と話す。また「ボランティアさんが学
対局は真剣そのもの

いてほしい」という要望により、約 13

7月号

2018年

地域の施設へ寄贈する。花は翌年の

のバランスを考えたり、トラブルが起

と叩く音が響く。時折
「これは困った…」

例会を開く。もとは将友会だけで隔月

届 ！

えたり、公民館や小中学校など主に

真剣に』と話す。
「スタッフは、対局者

活動センター（阪急南千里駅そば）で、

正彦さんは「友人の紹介で８年程前か

毎月

たっぷりと水をやって１週間後の芽吹

大平会長は会のモットーを『楽しく、

きない雰囲気づくりも心掛けている。

会長、鮫島輝明副会長）
」と月替わりで

通

地域の期待膨らむ 千里第一小

た音や、
タイマーのスイッチを「バシッ」

Ａクラスで４連勝して優勝した千地

朝日新聞

きを待った。開花は秋口で、校内に植

いる」と笑った。

６月 16 日、吹田市立高齢者生きがい

センターでは現在、
「将友会（田原明

地元情報

校の花壇の整備や雑草引きをしてく
ださるなど関係作りも進んでいるの
で、来年度以降も学校独自に取組み
を継続できたら」と願った。

今回が初の取組み 古江台小
一方、古江台小は今回が初年度。
今枝かおり校長は「児童たちが土と
たわむれる姿が印象的だった」とニッ
コリ。体操服を泥だらけにした２組の
マリーゴールドとジニアの小さな種を丁寧にポットにまく古江台小の児童＝5月24日、吹田市古江台5

泥の手を見て笑顔︵千里第一小︶ 作業後に手足を気持ちよさそうに洗う︵古江台小︶

ビールはザ・モルツ︑
一番搾り︑スーパードライ︑ドライブラックから飲み放題

千里の夏は『プールサイドビアガーデン』

千里

つむぐくん

検索

月刊

千里あさひくらぶブログ

こころちゃん

知ってるあの人が出ています

○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

じょん

の色に興味を持った鄭モアナさんは、
たった４色（シアン、マゼンタ、イエ
ロー、ブラック）の組み合わせで表現
声を出して驚いた。

西泉丘の高野弘さんがʻ水の本ʼを自費出版

著者の高野さん

水の貴重さ危うさ伝えたい

いという限りある水が、高野さんの表

オリジナル曲をギターで弾き語り、

でシンガーソングライターでもある高

ても大切にする姿などに触れた。そん

年日本国際博覧会『愛・地球博』
（愛知

野弘さん（豊中市西泉丘在住）がこの

な光景に故郷の美しい水辺を想起し、

県）のステージにも上った。

ほど、フォトブック『Water 0.007』を

「自分の歩む道は『水』だ」と決心した

「話で伝えきれない部分を写真や音

自費出版した。水環境の貴重さと危う

のだという。高野さんは「もし日本に

楽が助けてくれるんです。千里あさひ

さを、美しい写真と数字で裏打ちされ

いるだけだったら、当たり前のように

くらぶでもそんなイベントを催せた

た文章で伝える。

水が使える状況に、その大切さには気

ら」
。高野さんは地域での活動にも意

が付きにくかった」と話す。

欲を見せる。

に、心の支えにカメラとギターを持っ

水としてアクセスできる僅かな割合を

て欧米をヒッチハイクした。その旅先

示す。これがいま、気候変動で淡水が
海水化するなどし、その割合を減らし
ているのだという。
写真は、東マレーシア・ボルネオ島
の海水面上昇の現場や、インド直轄領
アンダマン諸島の海で４トンの象が泳

東マレーシア・ボルネオ島（離島）、海水面上昇の現場

●A5判、
オールカラー／79P ●1,200円（税
ぐ様子を水中からとらえたものなど、 込 ）／ 送 料 別 ● 問 い 合 わ せ・申 込 み：
約 50カ国150 都市で撮影した中から厳 info@aquaimage.co.jpまたは FAX：06・
選した。地球誕生以来総量は変わらな 7657・0878 アクアイメージ・高野さんまで

次号のお題（1句でも可）
◆甲子園◆夏祭り ◆米朝会談
（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：7/9
（月）
必着

「みらい」をテーマに描いた絵画作品の展示。
優秀作品の投票あり。投票者には賞品あり
（抽
選30人） 7/12（木）〜22（日）、せんちゅうパル
北広場（新千里東町1-3）にて●無料●当日会
場へ【問】千里文化センター「コラボ」06・6831・
4133

おとなの転勤族カフェ 転勤族ならではの

悩みを語り合い、地域の情報を共有 7/19
（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
●当日会場へ【問】06・6831・4133

くるくる夏フェスタ 陶芸絵付け、木工、バー

ナーワーク体験など、夏休みの宿題にも。
アニメ
映画『ガラスの地球を救え！』やフリーマーケット
も 8/5（日）10〜14時、
くるくるプラザ（吹田市
千 里 万 博 公 園 4 - 3）にて● 当日会 場 へ【問】
TEL06・6877・5300、FAX06・6876・0530

みのむし代表作がリニューアル！

「 舌きりスズメ 」
8 月8日（水）13：00

開演

&Hホール
A
千里中央・千里朝日阪急ビル

Web

24時間

12：45開場14：00終演

300

前売

円

電話

10：00〜18：00

（06）6872・0031

お申し込み時に、①チケット枚数
②代表者氏名 ③住所 ④電話番
号をお知らせください。

（当日500円）

※大人・子ども同額 ※１歳未満無料 ※一般の方も購入可能

定員先着250名。前売り完売の場合、当日券はありません。 主催

少林サッカー

2001年香港 チャウ・シンチー／リー・リクチー監督

朝日新聞千里販売株式会社
千里あさひくらぶ

の真っ最中。25日午前０時には日本
代表のグループステージ第２戦が！
この原稿を書いているのは６月15
日。サッカーが大好きな僕の、W杯で

少林拳の達人シンと仲間達がサッ

の日本の戦績予想は…１勝１敗１分

カーチームを結成して全国制覇を目

でＧステージは２位で突破！ しかし

指す香港映画。サッカーとカンフーを

決勝Ｔでは１回戦敗退。02年、10年

融合させたアクションコメディ。

と同じベスト16！ と、
こんなところで

何でも叩き割ってしまう頭でヘディ

す。

ングしたり、高速回転ドリブル、空中

がんばれ日

に浮いてシュートなど、荒唐無稽な漫

本！走って 攻

画的表現の数々が『キャプテン翼』を

めて勝って！

実写化したようで面白い。
はちゃめちゃな展開でツッコミどこ
ろ満載。吉本新喜劇を見ている感覚

より転載
.com

た地球の総水量 14 億㎦中で人が飲み

〒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）

映画

外大の学生だった時、父の他界を機

で検索
WEB 「千里あさひくらぶ」

せんちゅうパル再整備記念絵画展 こ
どもアートチャレンジ 幼児から高校生が

アンダマン諸島の海で悠々泳ぐ象

● ● ● ●
タイトルの「0.007」は、海水を含め

6872-0031

電話 （06）

日本初のニュータウン
「千里」
と日本最大規模の
ニュータウン
「多摩」の歩みを振り返る 開催中
〜7/8（日）、吹田市立博物館（吹田市岸部北
4-10-1、主に「千里」を展示）と吹田市立千里
ニュータウン情報館（吹田市津雲台1-2-1、主に
「多摩」を展示）にて●詳細は「吹田市立博物館
公式サイト」をご参照ください【問】吹田市立博
物館06・6338・5500

（岡野）

投稿先

になって素直に笑ってしまう。
個性的なキャラクターだらけ。みん
な日本人の誰かに似ている。ライバ
ルチームの監督が、歌手のやしきた
かじんさん（故人）にそっくり。そんな

車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.49

楽しみ方もできる。
本 紙 が 発 行される６月2 4日は、
2018FIFAワールドカップ ロシア大会

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

前
※号までの連載回数が誤っていました︒途中から１つ多くカウントしていました︒今号より訂正します︒

思いを伝える活動も行っている。2005

んじょう）川に親しみながら育った。

会場：朝日新聞千里販売
（上新田3-10-21）

注目 ニュータウン誕生−千里＆多摩
ニュータウンに見る都市計画と人々−

うにも感じる。

で、現地の人々が森に流れる小川をと

ウソが最後に観測された清流・新荘（し

ル・飲料水ご持参
●受講料
（3回分）
7月13日,20日,8月3日（金） 1,500円（会員外
※返金不可
１４：００〜１５：３０ 2,000円）

中村 真紀子

…問い合わせ。
千里厳選イベント 【問】
【申】…申し込み。

現力を借りて我々に訴えかけているよ

ʻ水中・水辺のフォトジャーナリストʼ

高野さんは高知県出身。ニホンカワ

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

7/9（月）18時締切

新聞ができるまでの説明を興味深そうに聴きながら熱心にメモを取る児童たち

毎年
大好評！

リフレッシュ！ヨガ

◆お申し込み

されていることを知ると「えーっ !?」と

朝日千里

朝日おこさまにんぎょうげき 劇団みのむし糸あやつり人形芝居

カルチャー教室の

講師

新千里北町 じゅんたろうさん

た。また、カラフルに印刷された紙面

定番が被り頂くお裾分け

のトイレットペーパーみたいや」と笑っ

青山台 石原裕太郎さん

ることを知った峯聖奈瑠さんは「巨人

◆お中元

お中元貰って喜ぶ商品券

新聞が大きなロール紙からできてい

山手町 道広廸子さん

の答えを熱心にメモしていた。

止めようか毎年悩むお中元

い思いの質問をスタッフにぶつけ、そ

ふき

れる時間帯や新聞の制作工程など、思

青山台 辻美寿々さん

新聞はツバメのフンを受けるためにも使われている

に挨拶してお店に入り、新聞が配達さ

噴井戸の西瓜に桃の故里へ

クラス内で発表される予定だ。
（岡野）

新千里北町 豊沢タカさん

児童たちは「失礼します！」と元気

◆夏休み

テント張り松ボックリで火をおこす

今回の学習結果は後日まとめられ、

８人がやって来た。

寺内 岸田知香子さん

んやな」と感心していた。

有難味分る給食夏休み

台（朝日新聞販売所）には２グループ

山手町 俣野喜一さん

童たちは「新聞はこんな使い方もある

冷凍庫のアイス一本チョロまかす

の店舗などで行った。
ＡＳＡ千里桃山

竹見台 上田憲次さん

るため、それでフンを受けている。児

◆ 反則行為

国会は反則行為は当たり前

目的の「まちたんけん」を、学校近隣

新千里西町 改田明子さん

この時季はツバメが軒下でヒナを育て

ルールって一つ決めればまた増える

関心を持ち、生活の場を広げることが

高野台 江藤憲子さん

紙が敷かれているのを発見した。毎年

いま忘れ反則行為あす潰す

月５日、自分たちの住むまちに興味と

箕面市 佐々木寛太郎さん

２グループとも、玄関のそばに新聞

桃山台 りゅうこさん

吹田市立千里たけみ小の２年生が６

潰せとは怪我させろとの同意語か

千里たけみ小２年生がASA千里桃山台を ʻたんけんʼ

先に逝く約束なのに残される

新聞っておもしろそう！

2018年6月24日
（日）発行
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︒

雨の日に新聞をビニルで包む機械の操作も体験した
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