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千里ニュータウンを歩いて探しました

あじさいスポットランキング！

開花写真、撮影します。

千里ニュータウン（千里ＮＴ）にアジサイの季節がやってきました。今回当紙

取材時、つぼみのアジサイを「咲
いた時、こう撮りたいな」
と思い
ながら撮影しました。開花後の
写真は「千里あさひくらぶブロ
グ」で公開します。QRコードか
らアクセスできます

では、足で探した「名所」を独自にランキングしました。株の多さやロケーション

魅惑のアルゼンチンタンゴの世界
タンゴ・グレリオ with 松本尚子

ギター

米阪 隆広

こぼれび通り

（新千里東町２丁目。千里東町公園）

株以上が咲き誇る。植栽、草刈り、水やり
などは地域住民らボランティアの手で。

全席自由

主催：朝日新聞千里販売㈱・千里あさひくらぶ

鑑賞無料
後援：朝日新聞社

【お問い合わせ】朝日新聞千里販売㈱ 電話06・6872・0031（平日10〜18時）

（写真提供＝福岡鈴子さん）

第 � 位 団地敷地内

（各住区。ＵＲなど）

千里NTの象徴的存在「団
地」を彩る。特にＵＲは、建

物や他の植物との調和が

千里青山台

今号の特集に写真を提供してくれた女池（めいけ）智恵
さんの作品。団地とアジサイの組み合わせの魅力を、
フィルムカメラで捉えられました。2011年6月撮影。

グッド。それは、団地の植
物管理を担う
「グリーンマ
ネージャー」さんのおかげ
です。１カ所に固まってい
ないので、散歩しながら発
見するのが面白い。

第 � 位 佐竹台６, 桃山台４丁目緑地帯

千里津雲台

千里竹見台

千里津雲台

記事内容のご説明と訂正
よりまちのニュース」
で、
「ペット解禁へ 府営・公社住宅で「原則飼育可」
５月号「千里ニュータウン平成年表」 ●年表下部の「『千里タイムズ』
建替え控える千里に朗報
（平成17年３月）
」
と、
当時発行された千里タイムズの見出しを転載しました。
現
について
在、実際には「原則禁止」
です。
●1969年の「開発中の千里インターを南から北へ望む（昭和44年）
」の写真提供を「OGCTS千里エネル
ギーセンター」
としましたが、正しくは「北大阪急行電鉄」
です。お詫びして訂正いたします。
企画から取材、制作まで：岡野和博（おかっち）

コープこうべ

至 南千里

（津雲台５丁目）

阪急千里線の反対側、津
雲台水路のʻのり面ʼに、野
性的な株が50近く。春は桜
並木も美しいこの場所に
名 前 を 付 けるなら「 吹 田
版・哲学の道」か。知る人ぞ
知る名所だが、管理されて
いないせいか余り咲かな
い年もあるという。
吹田市南千里庁舎
ローソン吹田南千里店

〒

第 � 位 あじさい公園
（藤白台 � 丁目）

人通りの少ない戸建て住

「あじさい」が付け

宅 沿 い。株 数こそ少 な い

られた唯一の公園

が、周囲の静けさと奥深さ

だから外せない。

が幽玄の世界へ誘ってく

女子大生の通学

れる。写真の切り取り方に

路でもあり「両 手

よっては「ここがニュータウ

に花」気分になれ

ン？」
と疑ってしまうほど。

るかも？

アジサイの花は花じゃない？？

（佐竹台６丁目）（桃山台４丁目）

花びらのように見えるのは実はガクで「装飾花（そうしょくか）」と
言い、小さなつぶのようものが、実際の花「真花（しんか）」です。
またアジサイは落葉低木の一種で、草ではなく「木」です。

藤白台
保育園

有毒です！料理に添えないで！

飲食店などで添えられた葉を食べ、嘔吐やめまいなど
の中毒症状になった例が複数。でも厚生労働省による
と、未だ毒性成分は明らかでないそうです。

近隣住民の迷惑にならないようお楽しみください︒無断で花を摘まないでください︒
※

団地アジサイギャラリー

第 � 位 千里けやき通り沿い

至山田駅 千里高校

200名限定

①ウェブの場合…QRコードを読み込んでください。https://asaport.myasa.jp/
②往復はがきの場合…〒住所、氏名、電話番号、参加人数（3人まで可）
を記
し、
〒560・0085 豊中市上新田3-10-21朝日新聞千里販売「アサコム」係まで。
必ず返信はがき宛名面に、
申込者の〒住所、氏名を明記。
6月17日必着。当落選は6月28日頃にお知らせします。

千里阪急ホテル

（ながたに）池のハナショウブもお見事。

写真提供＝女池智恵さん︒千里青山台︑２０１１年６月

Ａ＆Ｈホール（千里中央・千里朝日阪急ビル低層棟4F）

◆鑑賞申込み方法

千里東町公園

あやめ橋

開演

（18：00開場）

る。手入れされた竹林に囲まれる長谷
※変更になる場合あり。

池

７月９日（火）18：30

来るなど、地域内外から広く愛されてい

千里中央

A&H で
ル 【曲 目】リベルタンゴ、エスクアロ（鮫）／ポル・ウナ・カベサ（首の差で）／タンゲーラ 他
ホー
!!
開催

スマホから
応募できます

千里中央公園

遠方からアマチュアカメラマンがやって

階
ビル４

要申込

第�位

おかっちこと
岡野和博

び通り
（約700㍍）」沿いに、約15種・500

松本 尚子

星野 俊路

けも楽しんでください。（特に説明のない写真は2019年5月撮影）

千里中央と千里中央公園を結ぶ「こぼれ

ヴァイオリン

バンドネオン

だけでなく、地域の人たちとのかかわりもポイントです。どうぞ雨の日のお出か

れに色んな思いが込められる。

だけ、特別に『助け合い』はどうかし

草を刈る会員＝５月 日

とから始めたんです」と話す。

今 で は 約 15 種・500 株 が、延 長

ら？」と、
まじめな顔で話した。
（岡野）

700 ㍍ほどの道の両側に見事な行列
を作るようになった。
福岡さんは「会員さん以外にも世
話をしてくれる人がたくさんいます。
ニュータウンの人は、名簿に登録す
るより自主的に参加する方が気楽で

16

長続きするみたい。アジサイの花言

いき、
市による年２回の草刈り以外は、
植付け、水やり、枝打ちなどもすべて
自分たちの手で行っている。
水やりと言っても道のそばに水道
が無いので、少し離れた場所でくみ、
台車で運んで来る。会員の栗田公平
さん（82）は「夏のカンカン照りの時
は特に大変やけど、運動やと思って
やってます」と元気一杯だ。そのうえ

花とみどりの情報センターより

ワンポイントアドバイス

阪急南千里駅すぐの、千里ニュータウンプラザ 1F に
ある「花とみどりの情報センター」スタッフが、ア
ジサイを毎年楽しむコツを
教えてくれました。

Q 見ごろを終えたアジサイの剪定時期と剪
定場所は？ また、アジサイはどうやっ
たら増やすことができますか？

A 咲き終わったらすぐ剪定！

妄想しちゃった。

樹木医さんの園芸相談

そういえば、千里南公園の池のほ

1945年、沖縄の戦禍から離れた島で、
日本人と
アメリカ人の脱走兵に出会った少女の物語
6/5（水）、6（木）、8（土）、9（日）、12（水）、13（木）
14時〜16時（13時30分開場）。吹田市立平和祈
念資料館にて（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】吹
田市立平和祈念資料館（TEL06・6873・7793、
FAX06・6873・7796）

進路に迷うタカオ。恋路に悩むユ
キノ。
ちょっと疲れていた２人が交流
を重ね、やがてそれぞれの道を歩き
出すまでを描いた46分間の中篇アニ
メーション。

6/21 キャンドルナイトカフェ

物語のほとんどを構成するのは雨
のシーン。その情景のすべてが美しく
絵画のよう。登場人物の心情に合わ
せて変化する雨の降り方も印象的。
古文の教師であるユキノが、雨に
まつわる万葉集の短歌を詠うところ
も注目。新しい元号「令和」の出典は

車いすの映画感想家

AKIRAの

万葉集でしたね。
が増して好きじゃないけど、雨粒に濡

ソプラノ・ピアノグループ・Sunnyによる懐かし
のミュージカル・ヒット曲 6/21（金）18時30分
〜20時。千里文化センター「コラボ」
（新千里東
町1-2-2）にて●対象60人●実費（ワンドリンク
制）●当日会場へ。先着順【問】コラボTEL06・
6831・4133

6/22 さくらんぼ種飛ばし 大阪豊中グランプリ

vol.56

車椅子で雨の日の外出は、不自由
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。

大阪国際空港就航都市・山形県東根市の特産
品サクランボ「佐藤錦」を使用。参加賞・物産の
販売あり 6/22（土）12時〜15時。せんちゅう
パル南広場（新千里東町1-3）にて●対象500
人●無料●当日11時30分から会場受付。先着
順【問】豊中市空港課TEL06・6858・2097

学生や市民楽しませる 阪大吹田キャンパスの名所
大阪大学吹田キャンパスにも、約150株の

た。最盛期には約300株ありましたが、現在

10時〜12時/13時〜15時。無料。先着順。
相談員は安田邦男先生。※混雑時お1人20分程度。

6/1〜大学のあるまち吹田フェア

う。彼女と会えるのはいつも雨の日。

性が雑草を刈って植え初め、広げていきまし

センターの毎月第１土曜は

…問い合わせ
千里厳選イベント 【問】
【申】…要申し込み

6/5〜 平和映画会「STAR SAND 星砂物語」

切りましょう。剪定することで、見栄

沼土や赤玉土に挿して育てましょう。

締切：6/14
（金）
必着

たいな出会いに恵まれたら…なんて

あじさいスポットが。約25年前に職員の女

今年伸びた新枝を２節に切り取り、鹿

（お題を明記。自作の未発表に限る）

の東屋で年上の女性ユキノと出会

した芽を残して、花から２〜４節下で

たアジサイは挿し木で増やせるので、

次号のお題（1句でも可）
◆願い事 ◆ニュータウン ◆Youtuber

とりに東屋がある。そこでこの映画み

花が終わったらすぐ、葉が大きく充実

え良く株の大きさを調整できます。ま

〒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）

は管理する人がおらず数を減らしています。

6/28 にぎわいライブ

それでも毎年、学生や散歩する市民たちの
目を楽しませてくれる名所になっています。
アジサイ以外にも、ナシ、ビワ、モミジなども
あってユニークです。千里東町公園「こぼれ
び通り」には、
こちらからも移植されました。
※アジサイのある区画について、大学へのお問い合わせはご遠慮ください。

阪大吹田キャンパスのあじさい（開花前）
＝5月18日、吹田市山田丘1

6/28（金）◇ニューミュージック、吟詠歌謡＝12
時〜13時15分。◇フォークソング、
フラダンス＝
15時30分〜17時。千里ニュータウンプラザエ
ントランスにて
（吹田市津雲台1-2-1）
【問】吹田
市文化スポーツ推進室（TEL06・6384・1305、
FAX06・6368・9908）

過去のグランプリより

で「買い物や通勤中に、ペットボトル

投句先

高校生のタカオは、雨が降る公園

給みたいでホッとする。

映画 .com
より転載

それから少しずつ仲間を増やして

つけられる。新しい日に備える栄養補

朝日千里

市内にある大学の特色をパネルで紹介。各大
学の記念品や学生が制作した絵馬も展示。
6/1（土）〜6/30（日）、Inforestすいた（千里万博
公園2-1ららぽーとEXPOCITY1階）にて【問】
TEL06・6170・1014、FAX06・6170・1019

2013年日本／新海誠監督

︵上︶ガールスカウトによる作業︒︵下︶アジサイが満開のこぼれび通り＝福岡鈴子さん提供

故郷の丹波のアジサイを移植するこ

言の葉の庭

れた景色はいつもと違う表情で惹き

山手町・俣野喜一さん

イを植えることになりました。そして、

雨の日の印象がきっと変わる

傘

雨の中美人の傘に拾われる

刈りながら「ここのアジサイの花言葉

開花を間近に控えた取材日、福岡

古江台・木津留美さん

さんは仲間とアジサイ周りの雑草を

のや、孫に贈られたものなど、それぞ

子を見るのも大きな楽しみだという。

お日様に顔向けできぬ日傘要る

をとっている。記念日に植えられたも

放っておけず、市に相談してアジサ

寺内・岸田知香子さん

岡鈴子さんによると「そんな風景が

降られては増えて捨てられビニの傘

人が責任を持って育てる「里親制度」

熊野町・杉本悦子さん

茂るような状態だった。会の代表、福

忘れ傘無料貸し出しグッド案

植えるのは原則自由だが、植えた

桃山台・りゅうこさん

たり、セイタカアワダチソウが乱雑に

晴雨兼用父は大きな傘でした

集まって来る。会員たちはそんな様

高野台・江藤憲子さん

作業などで活躍してくれている。

背伸びして口づけ出来そう相合傘

マチュアカメラマンも地域内外から

山手町・道広廸子さん

挿し木（6月）や植付け（冬季）
、清掃

山ほどの兵器買わされ傘の中

児たちが散歩中に眺めてくれたり、ア

新千里北町・じゅんたろうさん

また、ガールスカウトも定期的に

大阪は還付詐欺には弱かった

シアの並木道だったが、台風で倒れ

花期には、隣接するこども園の園

竹見台・上田憲次さん

13、4 年程前までポプラとニセアカ

イは喜びますので」と呼びかけた。

新千里北町・豊沢タカさん

管理されている。

葉は『移り気』なのにね」と笑った。

新千里東町・新原健市さん

いを咲かせる会（約 50 名）
」によって

の水をやってくれるだけでもアジサ

新千里西町・改田明子さん

ここは、地域住民が中心の「あじさ

朝日新聞千里販売

2019年（令和1年）5月26日
（日）発行

特殊詐欺

特殊詐欺詐欺はなんでも詐欺は詐欺

の名所として愛される道を育んでいるのは、地域に住む人たちです。

悪い癖聞かれる前に名前言う

にはこの時季、数多くのアジサイが色とりどりに咲き誇ります。アジサイ

同胞︵はらから︶
は代表が誰しっている

千里東町公園（豊中市新千里東町２）の散策路、通称「こぼれび通り」

eスポーツ

やれるかもあきらめていたスポーツが

住民が育てたアジサイ咲き誇る「こぼれび通り」

Web投句

スマホからお気軽投句！
初めての方も大歓迎です

﹁あじさいを咲かせる会﹂会員さんたち
︵一番右が福岡鈴子代表︶

地域の自慢 アジサイの道

月刊千里あさひくらぶ６月号 No.230

