知ってるあの人 載ってます
千里

停電・断水で
困らないために！

月刊

千里あさひくらぶブログ

「災害用トイレセット」

再入荷

ディオス北千里 産直市

円

秘密を探った。

円

●注文締切り 19年10月31日
（木）。
ご集金後、約２週間でお届け。

ＱＲ

お電話

▼
▼

朝日新聞千里販売

▼
▼

ご注文受付けと
ご集金は弊社が
行います

北千里の大型ショッピングモール
「dios
（ディオス）
北千里」
。駅前広場を会場に、

毎月不定期で開かれる産地直送市がにぎわいを見せている。約10年間続く人気の

（いずれも税込・送料込）

9月30日
（月）13時以降に当社が受け付けたご注文は、消費税率
10%が適用になります。増税後の税込価格は右の通りです。

平日10〜18時

３箱セット…5,340 円
５箱セット…8,900 円

06-6872-0031

●個人情報は、商品のお届けなど、本件に関する事項に利用します。

甲子園初優勝
履正社高校 わが町凱旋

た野口海音主将（３年）は「応援してくだ

大勢の観客に「アルプススタンド」の感

さった市民のみなさんのおかげ」と感謝

動をよみがえらせた。

で、第 101 回全国高校野球選手権大会を
優勝した履正社高校の優勝記念報告会が
あった。豊中市は、かつて玉井町にあっ
た豊中球場で第１回大会（大正４年）が開
催された「高校野球発祥の地」
。その豊中

くした約800人の市民らは、万雷の拍手で

て乗り切れた。優勝した瞬間はすべての
疲れが吹き飛んだ」と振り返った。

あり、オープン当初と比べてディオス
の来店客層に偏りができている。辻

この夏はスタンドで『幸せな暑さやね』

編集後記）
たまに行く牛丼店がセルフレジに。支払中、そばにいるアルバイト店員がニコリともしない。本当にこれでいいの？ 岡野和博（企画、取材、制作）

産直市が特別なイベント感なく定

者自身が販売する」こと。農産物は土

し続ける。ディオスの新たな活性化

美町、岡山県鏡野町、同県美作市。自

作りから収穫まで、加工品は材料の

にもつながる今後の展開が楽しみだ。

治体の商工課などから推せんを受け

選定から調理まで、目の前の人が全

（岡野）

たお店たちだ。

て把握しているから信頼感がある。

取材した 10 日は「和歌山物産フェ

お寿司を販売する店主は「うちの

ア」と題して、紀州名物のめはり寿司

は添加物を使っていないから安心や

日

出店自治体等

やサンマ寿司、ペットのメダカ、野菜

よ。だって、もし余ったら自分たちで

2

滋賀県高島市

や果物、おかきなどが並べられた。ま

食べるんやから」と笑った。

3

京都府京丹後市

8

兵庫県香美町

9

和歌山地場産業

15

京都府京丹後市

16

和歌山物産フェア

17

泉州タオル

21

滋賀県高島市

そして、常連客を含めて多くの客

22

和歌山県日高

が生 産 者とあれこれ 話をしながら

23

和歌山県日高振興局

24

福井県若狭町

25

岡山県美作市

28

和歌山県有田川町観光課

29

和歌山物産フェア

じっくりと選んでいる。高齢の女性客
価格はどれも手ごろで、交通費を

は「独り暮らしで人と話すことが余り

かけて現地で買ったり、送料がかか

ないので、ここなら田舎の懐かしい話

る通販を利用するよりも断然お得だ。

もできてたり、孫のことを聴いても

10

千里北センター
︵株︶０６・６８７２・０５５４

●「20年まつり
（1982年）」の写真を「大阪府提供」
とし
ましたが、正しくは「大阪府公文書館所蔵」
です。

指揮をする宇治川顧問

お詫びして訂正いたします

するようになれば」と願う。

歌山県、京都府京丹後市、兵庫県香

近江米の新米は大人気

録員を務めた。
「普段は余り話さないけど、

の人の元気が、ディオス全体に波及

着し、駅前というまちの玄関口を照ら

ウナギなどが出されていた。

時、双子の弟（慶亮さん）がベンチで記

代表して『豊中かがやき大賞』を受け取っ

地方の産品だけでなく、地域の人に
よる出店や若者向けのステージも充

何と言っても一番の特徴は「生産

育った新米や、琵琶湖特産の小鮎や

OG。部員として夏のアルプスを経験した

と言葉を交わした」
と汗をぬぐった。
（岡野）

江さんは「今後は高齢の方に人気の

９月の出店は、滋賀県高島市、和

島市からも、安曇（あど）川の清流で

顧 問の宇 治 川 慶 海 教 諭（23）は同部

でつかんだ勝利」
。長内市長からチームを

９月号「千里ニュータウンにまつわる
10の倍数」について

近隣に点在する。人口動態の変化も

予
※定は変更の可能性があります︒お問合せ先

奏された応援曲がメドレーで披露され、

記事内容

しかも大型ショッピングセンターが

たこの日は、市の友好都市である高

ステージに上がった。実際に甲子園で演

日、ここにいないメンバーも含めて全員

北千里は、
電車で梅田まで約 30 分、

月の産直市予定

が、dios 北千里で開催された夏まつりの

チームを指揮した岡田龍生監督は「今

求められていくだろう」と推測する。

10年続く人気の秘密 、３つ発見

それに先立つ８月 25 日、同校吹奏楽部

応援歌を熱唱する部員

誇らしげに入場する部員たち

その快挙を祝っていた。

ど ん ど ん 無 人 化・

実させていきたい。年齢問わず地域

の吹奏楽部が応援してくれたこともあっ

dios 北千里に
アルプススタンドの感動

レジなど世の中が

る場は今後さらに

わっ！
そうなんや〜
なるほどな..

の両立が大変だったけど、桜塚と刀根山

あって、平日の日中ながら会場を埋め尽

ディオスを管理する千里北セン
ター（株）の辻江秀男さんは「セルフ

ケーションがとれ

「同時期に行われたコンクール（金賞）と

市から悲願の甲子園初優勝校が出たと

らったりして楽しい」と話した。

自動化する中で、こ

10

スピーチする岸部長︵右︶

記念撮影に応じる野口主将

８月 28 日、千里阪急ホテル・仙寿の間

（左から、犬塚浩／店長・三木伸也／大谷真）

ういったコミュニ

部長の岸実玖さん（３年）はこの夏を、

の気持ちを述べた。

（通巻234号）

朝日新聞千里販売

千里北センター・辻江さん

税率にご注意

届 ！

ディオス駅前広場︑産直市のにぎわい＝９月 日

1箱あたりのサイズ
（約）幅13.5㎝×奥行5㎝×高さ18㎝

毎月

まちの元気の玄関口

１箱に、お1人あたり約10回分入り

３箱セット（約30回分）5,240
５箱セット（約50回分）8,740

通

10月号

（約3日分）

※売り切れの場合は
ご容赦ください。

朝日新聞

2019年

被災時に無くて一番困るのがトイレです。台風、地震、断水など
で使えないとき、災害用トイレセットの『マイレット』があれば
安心です。朝日新聞千里販売では、飲料水などとともに最優先
の備蓄をおすすめしております。

き
好評につ

地元情報

今回は私たち
ＡＳＡ北千里
スタッフからの
おすすめ情報！

○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）
○電話（平日10〜18時）06・6872・0031 FAX06・6872・0034 aclub＠0843.co.jp

られた虚構で、本当は人工知能が人

る。あれから今年で20年。パソコンの

間を支配していた！なんということで

向こうからクールな美女が現れて
「あ

しょう的な世界観。

なたは救世主よ」
って言われる日を僕
は待っている。

え」
と文字が勝手に打たれ、主人公が
映画

生きる世界は仮想世界だと示す。行

より転載︵公開 周年記念版︶
.com

動を選択させる哲学的な隠喩を散り
ばめ、生きる意味を問いかけるテー
マを斬新な映像表現で織りなす。
混沌を脱して希望を見出す主人公
シュなアクションで描かれ文句なく

れたが、掘り下げというより風呂敷を

車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.59

広げ過ぎ感。
（ただし、２作目のカー
チェイスは最高だった！）

はみだし

朝日千里
投句先

〒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）

次号のお題（1句でも可）
◆霜月 ◆教育改革 ◆北急

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：10/9
（水）
必着

…問い合わせ
千里厳選イベント 【問】
【申】…要申し込み

10/5 吹田えぇもんフェスタ

障がい者作業所が集まり、手作り製品を販売
10/5（土）、6日（日）10時〜20時、イズミヤ千
里丘店（山田南）にて【問】ハッピーアンドス
マイル（TEL06・6317・1231）か、吹田市障が
い福祉室（TEL06・6384・1348、FAX06・
6385・1031）

10/15 みんなで減らそう 食品ロス

食品廃棄を減らす工夫などを考える学習会
10/15（火）14時〜16時、千里市民センター
多目的ルーム（津雲台1）にて●先着50人●
手話通訳あり
【申】10/1（火）から電話。また
はファクスに催し名、住所、名前（ふりがな）、
電話番号を記載のうえ、吹田市民総務室
（TEL06・6384・1354、FAX06・6385・8300）
へ。手話通訳希望は10/8（火）まで【問】市民
総務室

20

たちの戦いが、切れ味鋭いスタイリッ

シリーズ化されて３作目まで作ら

!!

」

1999年、梅田ピカデリーで、亡き父

高野台・江藤憲子さん

もよかった。

「おしゃれだね」 ほ め て 年 聞 く 「 な ん で や ね ん

完成度の高い、この１本で完結して

と観た時の興奮は記憶に刻まれてい

かっこいい。

新千里北町・豊沢タカさん

シリーズベストはやっぱり１作目。

現実だと思っていた世界が実は作

PC画面に「起きろ。白ウサギを追

おしゃれ
ばれたかな子どもの服をちょっと借り

見せるためおしゃれは衣類だけじゃない

竹見台・上田憲次さん

新千里西町・改田明子さん

おしゃれした顔見て愛犬後ずさる

桃山台・りゅうこさん

長生きがくすまぬように紅を差す

熊野町・杉本悦子さん

おしゃれして秋風誘う京都線

1999年 アメリカ／ラナ・ウォシャウスキー、
リリー・ウォシャウスキー監督

山手町・俣野喜一さん

新千里東町・新原健市さん

新千里西町・改田明子さん

千里青雲高校では、総合学科の授業中に
フレンド生をサポートしてくれる地域の
方を募集しています。年齢や資格は問い
ません。お問い合わせは、谷廣（たにひ
ろ）教頭まで。TEL06・6831・3045

マトリックス

＝チーム関係者提供

してみませんか？ 学習サポーター

１作目にしてシリーズベスト

甲子園・履正社高校アルプススタンドの興奮

フレンド授業は、同学年の３人
で集まって行われます。今回は１
年生の数学にお邪魔しました。
「この問題嫌いやわ」
「どこがわ
からんの？ 教えてあげようか？」
「わっ、できた！ うち天才や」教
諭と４人で机を囲んで、声に出し
ながら方程式を解いたり答え合わ
せをしています。見ている私も「勉
強ってこんなに楽しいんだ」と、思
わず参加したくなるような雰囲気
です。フレンド生たちの個性がは
じけます。

取り組みのねらいを田尻肇校長
は、フレンド生が基礎学力や社会
性などを身に付けることに加え、
「生徒たちだけでなく先生方も、フ
レンド生とともに学校生活を送る
中で、それぞれが特別な存在では
なく『まさに一緒に暮らしているん
だ』と認め合えるようになってほし
い」と話します。
（岡野）
ＰＣ操作を支援するサポーター

これは、ノーマライゼーションの
理念のもと、すべての生徒がとも
に学び、ともに育つ教育をめざし
て開かれた「共生推進教室」と呼
ばれる取り組みです。同校は平成
22 年度から、高等支援学校の生徒
を受け入れています。現在は、とり
かい高等支援学校籍の生徒が１学
年に３人ずつ、火曜日と休日を除
き登校しています。
共生推進教室には３種類の授業
があります。１つめは、一般の生徒

とともに学ぶ授業（同校の場合は
総合学科）
。２つめは、フレンド生
のみで行う「フレンド授業」
、３つ
めは、火曜日に高等支援学校で行
われる職業訓練です。また、文化
祭や体育祭、修学旅行などの学校
行事もともに参加します。
共生推進教室コーディネーター
の中田祐子教諭は「クラスに溶け
込むのに日にちがかかる場合があ
るなど難しさもありますが、フレン
ド生は学校生活を続ける中で成長
して、３年生になると雰囲気が違っ
てくるんですよ」と目を細めます。

山手町・道広廸子さん

総合学科の授業に︑サポーターと
ともに入り込むフレンド生︵中央︶

総合学科、生物の授業― 「カッ
カッカッ‥」黒板に響くチョークの
音。ときどき先生は理解度を求め、
生徒に質問します。そんなごく普
通の教室で、フレンド生は真剣な
眼差しでノートを取っていました。
そばには「学習サポーター」が寄
り添います。
（写真下）

新千里北町・豊沢タカさん

左から︑下見さん︑清水さん︑岸田さん

いきいきとした表情で授業を受ける﹁フレンド生﹂たち
＝９月４日︑千里青雲高校﹁フレンド授業﹂

千里青雲高校で続く ノーマライゼーションの取り組み

スマホから
お気軽に
どうぞ〜

扶養家族に資格がないんだ市のクーポン

ありました。

朝日新聞千里販売

2019年（令和1年）9月29日
（日）発行

クーポン

これは駄目投票券のクーポン化

般の生徒とともに授業を受けたり、フレンド生同士でいきいきと学び合う姿が

家事部門あったら私がメダリスト

取材しました。そこには「フレンド生」と呼ばれる知的障がいのある生徒が、一

メダリスト
信成の人柄にじむ名解説

千里丘陵の豊かな緑に包まれた千里青雲高校（新千里南町１）の授業風景を

３人に、学校生活について聞き
ました―
下見沙知香さん「中２で始めた
バスケを続けたかったので、親は
心配していたけど、千里青雲のバ
スケ部に入れて良かった。いつか
ポジションにつきたいです」
清水千春さん「中学生の時から、
高校でも普通学級で学びたいと
思っていました。困ったときに学習
サポーターさんや先生が自然に助
けてくれるし、フレンド授業もとて
も楽しいです」
岸田愛珠美さん「文化祭とか音
楽祭の準備をクラスメートと一緒
にできるのが楽しい。悩みごとを
相談したり、恋バナ（恋愛の話）を
するときもあります」

幸せをくれた夫に金メダル

ともに 学び、悩み、恋もする

月刊千里あさひくらぶ10月号 No.234

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。

10/12 パルフェスAutumn

ヒップホップダンス、フラダンス、キッズダン
ス、バンド演奏などのステージイベント
10/12（土）
・13（日）11時〜17時。せんちゅう
パル北広場（新千里東町1-3）にて●無料
【問】千里文化センター「コラボ」TEL06・
6831・4133

10/12 せんちゅう芝生ナイトシアター

臨時芝生広場の開放（13時〜）、物販コー
ナー（15時〜）、映画『グレイテスト・ショーマ
ン』の上映（18時〜）
10/12（土）13時〜20時（荒天の場合は10/3
（日））、せんちゅうパル北広場（新千里東町
1-3）にて●無料【問】豊中市千里ニュータウ
ン再生推進課TEL06・6858・2674

10/26 千里の竹あかり

ろうそくを浮かべた竹筒約3500本の明かり
が、幻想的な世界を創出する。北千里高校吹
奏楽部などの演奏も。
10/26（土）17時〜20時（点灯は18時から）、
北千里市民体育館前の竹林と千里北公園
（ 藤 白 台 ）にて【 問 】吹 田 市 公 園 みどり室
（TEL06・6834・5364、FAX06・6834・5486）

