千里の輝き み〜つけた！
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昨年の台風から約半年経った千里
南公園（津雲台１）を訪ねると、まだ
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あちこちに高木が倒れている。

ニュータウンのみどり 大ピンチ!?

千里ニュータウン（以下、
ＮＴ）のブランドともいえる「みどり」が今、心配な

ことになっている。一昨年、昨年と続いた台風で、多くの街路樹や公園の樹木が
なぎ倒された。公園には、ほとんど未処理のものも残っている。そんなＮＴのみ
どりの現状と今後の方向性について、吹田市内の公園樹木を計画・管理する「土

優勝

台風で倒れた千里北公園の樹木
︵２０１８年９月︑市提供︶

木部 公園みどり室」から話を伺った。

山田西リトルウルフA

散歩中の女性は「倒れた木を見る
と悲しくなります。これからは場所に
合った中程度の強い木に植え替えた
り、桜や梅などの花卉（かき）や花壇
を充実させてほしいです」と話した。
このような状況から市では昨年、
街路樹と公園樹木についての適正管
理指針を定めた。今後の方向性とし
て、安全性の確保や都市の魅力向上、
管理コスト縮減が示される。横井さ
んは「ＮＴができて５０年以上が経過
し、見通しの悪さによる交通安全上
の問題や景観面においても、整理が
必要な時期がきています」
● ● ● ●
２月２４日、南千里駅前・千里市民
センター大ホールで、身近なまちの
みどりついて考える『みどりのまちづ
くりシンポジウム』がある。※中面の
「厳選イベント」参照。

みんな、よくがんばりました

みんなで考え、見守り、育てよう「まちのみどり」
万２千本、公園樹木１６万本以上（い

ています。まちのみどりは、ただ育て

「みんなでとりくむ、きもちのいいま

ずれも平成２７年度）あり、特にＮＴ

ばいい、というものではないのです」

ちの木の育て方」と題したトークセッ

道路に吹き飛ばされた佐竹公園の
メタセコイア
︵２０１８年９月︶

険で、倒れた時の被害が大きくなっ

あなたの、まちに茂った木々の印
象は？ 「豊かな自然環境だ」
「生き
物の棲みかになる」
「まちの価値を高
める」など肯定的なものが多く聞かれ
そう。でも、台風の被害が教えてくれ
たように「自然のみどり」と「まちの
津雲台近隣センター周辺の
街路樹と公園のみどり

みどり」では理想の姿が違うようだ。

吹田ＴＮ

75チームが参戦した、第42回朝日新聞社優勝旗争奪
北大阪少年軟式野球大会が１月13日、山田西リトルウ
ルフの大会９度目の優勝で幕を閉じました。当紙発行
地域のチームから、選手たちの躍動をお届けします。
準優勝：池田レッドアーミー（池田市） ３位：竹の内ファイターズ（高槻市） 撮影／岡野

編集後記：千里ニュータウンで育った私。いつも普通にあったみどりの大切さを知った取材でした（岡野）

取材・編集・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

ラクターからのユニークな話題提供、

ションなどが予定されている。
企画を担当した同室の西野敦さん
は「市民とともに、より良いみどりの
まちづくりについて考えるきっかけに
したいです。是非ご参加ください」と
力強く呼びかける。
この度の台風は、市民に愛される
多くの樹木を奪った。でも、そのこと
でこれまで陽の当たらなかったところ

また、同室の横井亨さんはその処
理費用について「一昨年の台風では
約４００本が倒れ、約４千万円の費用
がかかりました。
昨年は１千本以上で、
処理には今年度一杯かかることを予
想しています。そのたびに莫大な費

ウルフ９度目Ｖ！吹田TN初の３位

み」をはじめ、樹木医／森林インスト

吹田市には高・中木が、街路樹約１

には大きく育ったみどりが多い。

３位

基調講演「共に暮らすみどりの恵

公園みどり室の小原達男さんは「Ｎ

用が発生しますし、周辺の市も同時

Ｔは造成時に多くの木を伐採したの

に被害を受けていますから、作業人

で、その後の植樹では『早く、大きく

員の確保も大変なんです」

育つもの』が選ばれました」と教えて

そのため、ほとんど人が利用しな

くれた。でも「それらは根を強く張ら

い場所や、処理のため他の木を伐採

ず、早く育つので幹が柔らかくて折

しなければならない場合は、そのまま

れやすい。大きく育てば育つほど危

残して自然に還す選択もしている。

に新しい光が差すとすれば、決して
無駄ではないはずだ。

（岡野）

取得できる、日本で５つある養成機

ど。竹中さんはＮＴの語り部だ。

関の内の１つだ（昨年、南森町の新校

ＮＴに詳しいのは、昭和４８年から
さん（６９）
。

お客とのコミュニケーションを大
切にする同店は、まちの話題を集め
るため、チラシのポスティングをス

い物をするところで、南千里や北千

タッフ自身が行っている。店長の高田

里の『専門店街』は、ちょっと特別な

伸一さんは「お客様に『自分やまちの

買い物や家族で外食を楽しむところ

ことに関心を持っているお店』と感じ

だったよ」
「昭和４７年に ʻよそ行きの

ていただけることを目指しています」

まちʼ 千里セルシーができてＮＴがよ

と話す。

なった」
「でも昭和の終わり頃から赤
ちゃんをほとんど見なくなった」など、
懐かしい話がポンポン出てくる。
お客から聞いたという話も豊富。
「天皇陛下が千里中央公園の展望台
に来られた」
「昔、千里山竹園と春日

英国のロックバンド「クイーン」のボー
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締切：2/12
（火）
必着

つほど、生きることへの奮起を促された。
鑑賞後、思わず車いすから立ち上がっ
て（立ってないけど）「アンコール！」と
叫びそうに !!!!

カル、フレディ・マーキュリーに焦点を
当てた伝記映画。
フレディは同性愛に苦悩しエイズと戦
い、計り知れない孤独を抱えながら自分
という存在意義を求め、 1991 年に 45 歳
人を愛し、音楽性を高めて生きる決意
を楽曲に込めた。心の叫びは、やがて

ら ʻ眼鏡のプロʼ が輩出してきたのだ。

名曲の数々を誕生させた。

ちなみに現校長は、竹中さんの同期

耳なじみのある歌が生まれた背景をエ

卒業生である。

くるくるアースフェスタ 楽しみながら地球

現社長、３代目の中尾卓司さんは

温暖化問題やごみ減量を考える。地球温暖化
防止動画コンテスト応募作品紹介。手作りおも
ちゃ、紙すき、風呂敷の包み方などの体験教室
など 2 / 1 7（ 日 ）1 0 〜 1 6 時 。らら ぽ ーと
EXPOCITY1階光の広場にて【問】
くるくるプラ
ザ（TEL06・6877・5300、FAX06・6876・0530）、
環境政策室TEL06・6384・1782

いま、この資格を国家資格に格上げ
しようと尽力している。なお南千里店
のスタッフ３人は、全員が認定眼鏡
士だ。
実は竹中さん、古希を迎える今年

みどりのまちづくりシンポジウム 都市の
街路樹・公園樹木が抱える課題などについて考
える2/24（日）13時30分〜16時40分。千里市民
センター大ホール（吹田市津雲台1-2-1）にて
●先着200人●手話通訳あり

度で「引退」の予定。
「今までお客様との日々の交わりを
大切にしてきました。引退後も、隅の
方からＮＴを見ていくつもりです」眼

企画展示「みんなのみどりの活動紹介」

鏡歴５０年の大ベテランは、澄んだレ
読者の方も、千里談義を楽しみな
がら眼鏡を選んでみては。

（岡野）
現在の店舗

千里文化センターフォーラム まちを楽
しむ千里大編集会議 地域情報誌「南部再

生」
・
「月刊島民」
・
「ママトリエ」の各制作者か
ら、地域情報誌の可能性や楽しさとまちづくり
効果を聞く 3/3（日）14〜16時。千里文化セン
ター「コラボ」
（豊中市新千里東町1-2-2）にて
●対象150人●無料●当日会場。先着順●保
育は2/25（月）までに申し込み【問】TEL06・
6831・4133

モい（エモーショナル＝感情的）ドラマ
で描き出し、メンバーとの絆が深まって
いく過程も丁寧で、上映時間が進むにつ
れて感動メーターが上昇する。
映画の終盤は、1985 年に開催された
チャリティーコンサート。
クイーンのかっこええステージと、観

車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.53

客の熱狂を迫真に活写しており興奮。魂
を刺激されて、活動エネルギーが沸き立

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。

千里南公園にカフェレストラン誕生 北摂初
２月、
千里南公園・牛ヶ首池のほと
りに、
北摂の公園では初となる民間経
営のカフェレストランが誕生します。
水と空とみどりをふんだんに感じられ
る、
人気のスポットになりそう。
「散歩の後に、
落ち着いた雰囲気で
コーヒーが飲めそうで楽しみ」
という
男性や、
「ここなら気 軽に通 学前に
寄ってみたくなる」
という女子大生ま
で、
期待の声が多く聞かれました。

工事中のカフェレストラン
︵奥︶１月 日

ンズの奥をキラリと輝かせる。

まちの樹木に関する活動事例やパネル展示、
ク
イズなど 2/17（日）〜2/24（日）※24日は17時
まで。千里ニュータウンプラザ（吹田市津雲台
1-2-1）エントランスにて【問】※上記シンポジ
ウムともに、千里花とみどりの情報センター
（TEL06・6155・1987、FAX06・6831・5087）

映画 .com
より転載

と、みんな帰省してまちはガラガラに

2018年 米国／ブライアン・シンガー監督

朝日千里

で永眠するまで葛藤と戦い続けた人生。

昭和４７年より長きに渡り、
ＮＴか
同店スタッフは藤井孝三さん︵左︶
︑
高田伸一店長︵右︶︑竹中さんの３人

平成７年頃の
﹁南地区センター専門店街﹂の風景︒当時は
広場と噴水があった︒左下は旧店舗︵メガネのセンリ提供︶

「当時、
『近隣センター』は日常の買

り盛り上がった」
「昔は盆暮れになる

舎へ移転）
。

解体前の校舎

こちらで勤める、前店長の竹中高志

70数年前、吹田市にも空襲があり、戦争によっ
て日々の暮らしを破壊された人々が確かに存在
した。体験者の手記を元にした朗読劇。小学生
5名を含む吹田市在住の有志が主メンバー
2/11（月・祝）第一部13時〜、第
二部17時〜。メイシアター小
ホールにて 特別ゲスト：長野
たかし+森川あやこライブ●参
加協力費：1口500円【問】吹田
の 空 襲 を 語り継 ぐ 会・真 木
Facebook
TEL080・3765・8048

新千里西町 改田明子さん

カーに預けてから通勤した」などな

ボヘミアン・ラプソディ

◆節分

鬼は外そう言うあなたが出かけてよ

し、店を構えた。

朗読劇 忘れない吹田空襲1945 vol.2

寺内 岸田知香子さん

校」
。公益社団法人日本眼鏡技術者協
会の「認定眼鏡（がんきょう）士」が

福は内鬼は避けたい九十五

道を歩いたので、雨の日のサラリー
マンは泥の付いた長靴を駅のロッ

津雲台 中川隆充さん

専門店街（トナリエ南千里の前身）の
オープンに合わせた出店公募に当選

…問い合わせ
千里厳選イベント 【問】
【申】…申し込み

いり豆も丸かじりにもしんどい歯

立に携わった「日本眼鏡技術専門学

青山台 石原裕太郎さん

る前は、住民は千里山駅へ竹やぶの

節分の豆を算えてびっくりだ

の中尾兵司さんが、南地区センター

まつりごと

これは、初代・中尾兵司さんが創

や

和３８年開業。現、南千里駅）ができ

新千里東町 新原建市さん

りで全国を行脚していた明治生まれ

鬼遣らい是非招きたい政

るのをご存知だろうか。

ひょうきん

で坂を下ったらしい」
「新千里山駅（昭

高野台 江藤憲子さん

催５年前のこと。戦後、メガネの卸売

剽軽な鬼追う園児に風光る

ばで今、大きな建物が解体されてい

つま

い所で、牛乳配達の人は大変な思い

青山台 辻美寿々さん

き３年後の昭和４０年、大阪万博開

早世の息子と亡夫にチョコ供え

さて、佐竹台２丁目の郵便局のそ

新千里北町 豊沢タカさん

を結ぶ急カーブの坂道はとても霧深

桃山台 りゅうこさん

創業は千里ニュータウンまちびら

山手町 道広廸子さん

懐かしい話聴かせてくれる「メガネのセンリ」竹中高志さん

箕面市 佐々木寛太郎さん

がいるよ」と読者から聞いたので訪ねてみた。

新千里北町 じゅんたろうさん

ダーメイドのような眼鏡を提供している。そちらに「ＮＴの生き字引みたいな人

朝日新聞千里販売
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◆バレンタイン

若者にまだ負けないとチョコ買い

ンビニ化ʼ の波に呑まれず、お客一人ひとりの状態や要望に応じた、まるでオー

本命へぶっきらぼうに渡すチョコ

業風景が目の前で見られるガラス張りのオープンなお店で、近年の ʻメガネのコ

◆ 夢州

一攫千金を夢みて造る知事市長

タウン（以下、千里ＮＴ）で一番歴史のある眼鏡屋「メガネのセンリ」がある。作

負の遺産万博決まりよみがえる

阪急南千里駅前の真新しいショッピングモール、トナリエ南千里に、千里ニュー

２兆円儲かりまっか夢州で

ＮＴ最長の眼鏡屋にʻ生き字引ʼ

月刊千里あさひくらぶ2月号 No.226
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︒

懐かしい話をたくさん聴かせてくれる竹中さん

ニュータウン
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