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んの服が、青くなっているのにもこだ

４月号

2019年
東町3）
で3月18日、地域の
チアリーディング教室による発
表会がありました。小学生から中
学生の女子が所属する
『シュガー
ンスの息をピッタリ合わせたり、天
井に届くようなトスなど、
アクロバ
ら大きな拍手を浴びました。
またシュガーラビッツは、同
月9日に丸善インテックアリー
ナ大阪で開催された、
日本
チアリーディング協会主
催「第25回 西日本チア
リーディング選手権
大会」にも出場し、
小３以下、13人

万博外周にすいたん×ガンバボーイのコラボシート

演技競技小学生低学年部
門」
で第３位に、小４から中３

今、万博外周道路（吹田市）の歩道と自転車道の整備を、大阪府が主体となっ

で15人のＡチームが「エキシビ

て進めている。整備完了予定の 2020年は、ちょうど大阪万博５０周年と吹田市制

ジョンジュニアスター部門」
で敢

ん
（小３）は「失敗もあったけど
表彰されてうれしかった」。
Ａの池本咲季さん
（中２）
は「2分30秒間、楽しく演
技ができた。次は敢闘
賞より上を目指した
い」
と笑顔で振り返
りました。

駆けてガンバと密接な連携や協力が
できる『パートナーシップ協定』を結
んだ吹田だからこそ」と胸を張る。

狂的なガンバサポーターで車いす利
用者の山本晶さん（44）は「これまで
の歩道は狭くて、劣化や街路樹の根
上がりでガタガタしていた場 所も
あったので整備してもらえ良かった。
今後、選手やＯＢとのウォーキングイ
ベントがあれば盛り上がりそう」
また、取材日に歩いていた、スタジ
アムによく応援に来るという池田市

SUGAR RABBITS

整備は３工区に分かれ、今回完了

たん」とガンバ大阪の「ガンバボーイ」

の湯田優介さん（18）は「
（ラインや

したのは、大阪モノレール公園東口

が一体となった「パートナーシップコ

シートは）単に歩行者の安全のため

ラボキャラクター」の路面シートを配

のものかな？ と思っていたけど、そ

置した。シートは他にも「サッカース

のねらいを聞くと、市民でなくてもま

での約750㍍。すれ違いがやっとだっ

タジアム」
「公園東口駅」
「山田駅」の

すます応援に力が入る。良いことな

た歩道が、街路樹を伐採するなどし

方向表示もある。

ので、もっともっとＰＲした方がいい

分な幅が確保されている。今後２カ
年で、山田駅に近い「進歩橋」までの
全長２・２㌔が整備される予定だ。
︵整備工区︶

梅花女子大チアクラブOG・吉良美紀コーチらの
指導で、毎週月曜の午後7時〜午後8時45分まで、
千里体育館・第1競技場で練習しています。見学や
体験のお問い合わせは、公式ブログ・Facebook・イ
ンスタグラムから。
ブログはQRコードからアクセス可
能。
「紙面見た」
とお知らせくださればスムーズです。

＜重要＞ 提携店変更情報
①来院時、
トリミング・ペットホテル費用10%OFF（カード払いは5%OFF）②トリミングのみ初回基本料金の20%OFF（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 ☎0120-12-8199 古江台近隣センター内 ※診察費用の割引特典は終了しました。

取材・編集・制作：岡野和博

公園東口駅
万博記念公園駅

第3工区

キャラクターのシートは全部で６
種類。どこにどんな図柄が貼られて
いるか、歩いて見つけてみて。（岡野）

シートのデザインを担当した市・
第1工区

都市魅力部 文化スポーツ推進室の村
尾佳世さんは「ガンバのホームタウ

第2工区

進歩橋

シートが貼られるようす

自転車道は狭まったが、安全には十

と思う」と期待した。

ンという気持ちが湧き上がり、試合開
スタジアム

催時にはスタジアムに向かいながら

吹田市は、整備された歩道にスタ

応援の気持ちが高まるようなデザイ

ジアムへ導くガンバカラーのブルー

ンにした。工夫したのは、
『GOAL』な

のラインを引き、さらに一定の間隔

どの文字に動きを感じてもらえるよう

で、市のイメージキャラクター「すい

にしたところ」
。普段は黄色いすいた

すいたんと︑市担当者のみなさん

駅からパナソニックスタジアム吹田
（市立吹田サッカースタジアム）前ま

て一部を除き拡げられた。そのぶん

【編集後記】１月号「千里ＮＴの初詣」には今も反響があります。読者さんのご意見やご感想がなによりうれしいです（岡野）

のことで、同室の中台和彦さんは「ガ
ンバのホームタウン市として、他に先

本紙に『街レビ』の連載を持つ、熱

豊中ジュニアチアリーディングクラブ

動物病院 ファミリー

イがこのようにコラボするのは異例

「パートナーシップ協定」を生かし、ちょっとユニークなことを仕掛けている。

Ｂのキャプテン、上野美綾さ
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●特典内容変更

市のすいたんと民間のガンバボー

施行８０周年を迎える記念の年。そこで吹田市は、2017年にガンバ大阪と結んだ

闘賞に表彰されています。

すいたんとガンバボーイが盛り上げる︑
スタジアムへと続く道︒
ガンバカラーのラインも引かれた＝３月 日

ティックな演技も披露し、観客か

のＢチームが「自由

わりを感じさせる。

ガンバと市民のふれあい事業
︵市提供写真︶

ラビッツ』は、手拍子に合わせてダ

（通巻228号）

ここは吹田 ガンバのまち！

千里体育館（新千里

朝日新聞千里販売

月刊千里あさひくらぶ４月号 No.228

いだろうし」
（10 代男性）

は４５．６１％、千里新田幼稚園遊戯

すのか注目される。

「面倒」というのは論外だが、用事

室（春日４）は４５．１６％だった。

昨年10月、千里中央の商業施設「せ

がある場合こそ期日前投票を利用し

その要因について、吹田市選挙管

たい。また、支持する候補者がいない

理委員会事務局長の中江理晶さんは

場合や、政治に変化が期待できない

「いわゆる ʻ転勤族ʼ が多い地域は投

場合には「白票」を投じるのも一考だ。

票率が低い傾向にあります」と話す。

中江さんは「投票用紙に何も書かな

また「そのようなところはチラシ配布

くても『投票率』にはしっかりカウン

禁止のマンションが少なくないため、

トされます。それも意思表示の一つ

普段の議員の活動報告などがゆきわ

イズミヤ千里丘店

たらないことも要因ではないか」と推
測する。

中江さんは「事前に送付する『投
できます。ぜひ買い物ついでに一票

迫る数として興味深い。

投票に影響しているのかも知れない。

を投じてください」と呼び掛ける。そ

イズミヤ千里丘店に期日前投票所
そこで今回、吹田市ではより多くの

の投票です。選挙運動は告示日から
投票日の前日まで行われるので、最

人に選挙を啓発し、投票の機会を得

後まで見極めていただくことも大切」

てもらおうと「イズミヤ千里丘店（山

とも。なお、投票日当日でも『案内状』

田南１）
」の１階吹き抜け催事場に、

なしで投票可能だ。

期日前投票所を増設することになっ
た。
府議会・府知事選は４月４日（木）
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のうえで「選挙の原則は投票日当日

向上させたい 若い世代の投票率
投票率向上には、若い世代の投票

最後に、地域在住で、この春初め
て選挙権を得た西海大地君（18）の

〜６日（土）
、市議会・市長選は１８日

者数増もポイントだ。年代別投票率

（木）〜２０日（土）
、いずれも午前１

（抽出）データがある衆議院議員選挙

「僕たちの世代でも、社会に対して

を見ると、直近の平成２９年では５０

不平や不満をぶつけるだけで、自分

０時〜午後８時まで投票できる。

んちゅうパル」がリニューアルされ

そこに山があると登りたくなる人間

た。2F 北広場のステージと広場の２

の本能は僕にもあるみたいで、「パ

箇所に芝生スペースが誕生して、こ

ルやま」を目にするたびウズウズし

れまでは通過するだけだった場所か

ていますよ。

公共施設以外に期日前投票所を設

代が６３％、６０代が７２％なのに対

自身は行動しないひとが多いように

し、３０代４４％、２０代３３％、１０

思う。
『１票』ぐらいで何も変わらな

回、茨木市でも「イオンモール茨木」

代４０％（％はいずれも約）と、全体

いかも知れないけど、自分の意思で

に増設を決めた。記者個人の意見だ

投票率５３．６８％を大きく下回る。

投票することで、これからの生き方に

が、今後、期日前投票に合わせた『あ

これでは「高齢者優遇」と揶揄（やゆ）

重みや価値が出てくると思う。だから

なたのまち応援セール』などを実施

される、政治の世代間不公平が生じ

僕は、投票に行きます」

次号のお題（1句でも可）
◆新元号 ◆長期休暇 ◆お散歩

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：4/12
（金）
必着

…問い合わせ
千里厳選イベント 【問】
【申】…申し込み

4/1〜 ビールと鉄道のまち吹田フェア

明治、大正時代に「ビールと鉄道のまち」
として
発展した市の歴史を紹介 4/1（月）〜4/30
（火・祝）。Inforestすいた（EXPOCITY内）にて●
無料●予約不要【問】06・6170・1014

4/7 くるくるお花見フェスタ

くるくる体験やフリーマーケット、エコBBQなど
4/7（日）10時〜14時。雨天決行。
くるくるプラザ
（吹田市千里万博公園４）にて●予約不要【問】
06・6877・5300

女性社会人落語家集団・なでしこ連合との合同
企画。社会人落語家・千里家圓九さんほかによ
る落語6題 4/7（日）14時〜16時。千里文化セ
ンター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）にて●定員
100人●無料●当日会場へ。先着順【問】06・
6831・4133

字に寝そべったり、走り回ったりさせ
る芝生の魔力、すごい。
広場には、せんちゅうパルウェブ
名付けられた標高数㍍の小山があ
り、子どもたちに大人気！ 登山に挑
み笑顔を弾けさせ、はしゃいでいる
光景を見ていると、見守る親御さん

4/10〜 平和映画会「零戦ニ欠陥アリ」

（筆者撮影）
車いすユーザー

AKIRAの

vol.13

と同じ気分になって和む。
ここで遊んで育った子どもが将来、

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。

ＱＲコードを読み込めば「投票所」がわかります
吹田市

言葉を紹介します。

けるのは初の試みで、周辺市では今

〒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）

4/7 コラボ寄席 だんしーずの会

サイトで募集されて「パルやま」と

歳の新有権者へ投票を呼び掛け
るカードを持つ中江さん

政治活動と接する機会の少なさが、

に名所になったり？？

寝転がってゴロゴロしたり、大の

無効票 3523票のうち白票は 2115票。
当選者の最低得票数だった 2216票に

らいいなと思う。あの天保山みたい

投稿先

身した。

ちなみに前回の市議会議員選では、

票案内状』は、お持ちでなくても投票

を超えて受け継がれる場所になった

朝日千里

ら、とどまって落ち着ける場所に変

です」

住む人の地元への愛着度合いや、

パルやま

山手町 道広廸子さん

この施策がどのくらい効果をもたら

新入◆

新入さん敬語バッチリ好印象

ビスセンター「愛」
（佐井寺南が丘３）

ルやま」を進化させるような、世代

新千里東町 新原健市さん

だ遠い存在。誰になっても変わらな

建築家やアーティストになって「パ

新入りも古参も忖度揃い踏み

日前に投票していた」とも考えられ、

高野台 江藤憲子さん

向にあった。例えば、南ヶ丘デイサー

せんちゅうの天保山?

一張羅さっそうと着て低姿勢

性）
。
「投票日に子どもの行事がある」
（40 代女性）
。
「自分にとって政治はま

箕面市 佐々木寛太郎さん

の投票率には比例してこなかった。
「もともと選挙に関心のあった人が期

馴れ馴れしため口をきく新入生

ると… 「ただ面倒くさい」
（50 代女

寺内 岸田知香子さん

多く、その周辺では平均より低い傾

人は年々増加傾向なのに対し、全体

あっちにもこっちも顔出す習い事

ン（ＮＴ）は５０％を超えるところが

と答えたひとに、その理由を尋ねてみ

桃山台 りゅうこさん

投票所別で見ると、千里ニュータウ

しかしこれまで、期日前に投票する

習い事◆

先生は生徒選べぬ習いごと

市議会が４９．０９％
（同４１．５９％）
。

今回の取材中、
「投票に行かない」

が期待できるだろう。

竹見台 上田憲次さん

が４６．１３％（豊中市４２．５０％）
、

すれば、商業施設側にも集客メリット

春来ればミシンをかけて針仕事

吹田市の前回の投票率は、府議会

熊野町 杉本悦子さん

挙の大切さを啓発している。

為尽したあの世で何を習うかな

大学などで「出前講座」を実施し、選

山手町 俣野喜一さん

況を改善するため、地域の中学校や

新千里西町 改田明子さん

局を訪ねた。
（岡野）

同選挙管理委員会では、そんな状

津雲台 中川隆充さん

向上のため新施策実施に踏み切ったと聞き、市役所にある選挙管理委員会事務

るのも仕方ないと言えるだろう。

新千里北町 豊沢タカさん

生活に密着する議会がつくられているのが現状だ。そこで今回、吹田市が投票率

近隣センターも車イスには遠すぎる

吹田・豊中市ともに５０％を割った。有権者の半数に満たないひとたちの意思で、

近隣センター◆

近隣にあるはずなのに息が切れ

議員（吹田市は市長も）を選ぶ。前回、平成２７年に行われた同選挙の投票率は、

名前も知らぬがいつもの顔が寄ってくる

「統一地方選挙」が行われる。４月７日に府議会議員と府知事、２１日に市議会

今日もいる元気な顔で安心よ

イズミヤ千里丘店に統一地方選・期日前投票所を増設

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︒

スーパーで投票できます 吹田市

朝日新聞千里販売
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（日）発行

豊中市

戦闘機設計者の遺したメモなどをもとにゼロ戦
の実像に迫るドキュメンタリー 4/10（水）、11
（木）、13（土）、14（日）、17（水）14時〜15時40
分（13時30分開場）。吹田市立平和祈念資料館
（吹田市津雲台1-2-1、千里ニュータウンプラザ
内）●各先着40人●無料【問】TEL06・6873・
7793、FAX06・6873・7796

4/13 千里コラボ大学校

古典文学研究家・原田仁八さんによる
「藤原道
長とその時代」 4/13（土）14時〜16時15分。
千 里 文 化 センター「コラ ボ 」
（新千里東町
1-2-2）にて●70人対象●無料●4/12（金）
まで
に来館して予約か、電話受付。先着順●保育は
4/10（水）までに申し込み【問・申】06・6831・
4133

4/27 わくわく千里自然工房 どんぐりで
工作しよう

期日前

当日

期日前

当日

●期日前投票所での投票は、住民票のある市内ならどの場所でも可能です。●当日の投票
は、住所ごとに定められた投票所で行います。※いずれもその市内での選挙権が必要です。

講師は登録グループ・千里ネイチャークラブ
4/27（土）10時〜12時。豊中市千里公民館（新
千里東町1-2-2）にて●40人対象。小学3年生以
下は保護者同伴●無料●当日会場へ。先着順
【問】06・6833・8090

