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（のぶあき）さんは、平成

は力み過ぎたらアカン、
と

21年秋の第1回とよなか

いうことで『白球もなか』

産業フェア開催に合わせ、

に落ち着いた。

「わがまちを全国にPRで

餡（あん）は、十勝大納

きるお菓子を」
と考えてい

言の粒あんと、厳選され

た。

た柚子が入った柚子あん

生まれも育ちも豊中の

の２種。パリッとした食感

ど真ん中。幼い頃から豊

にこだわって、あんと皮は

中駅周辺で遊び、近くの

別包装にした。

豊中グラウンド跡地（玉井

産業フェアでの試作50

町）が「高校野球発祥の

個売り切りの流れに乗っ

地」
と聞いて育った。

て、今や年間３万個のヒッ

折しも平成21年夏の甲

ト、いやホームラン商 品

子園は、中京大中京と日

に。地元ファンにのみなら

本文理の球史に残る決勝

ず、贈り物としても豊中の

毎月

朝日新聞千里販売

届 ！

を出したり自宅訪問するなど、積極的
（通巻236号）

若者の 悩みサポート拠点
山田駅チカに
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れなら夜型の自分でも…。だけどこう

「まず、相談者さんの悩みや生きづ

きる自分は、そんな現実社会と ʻしば

いうのって結局「窓口のたらい回し」

らさなどを否定せずに傾聴します。

らくʼ 接点がない。一人は気楽でも、

に合うんだろう？

その上で、解決方法を一緒に考え、

学校、地域、家族や友人…今を生

「受付けはワンストップで、医療や

居場所の提供や家族会の開催、自立

マスコミでは、毎日のように「ニー

福祉など他の専門機関と連携が必要

に向けてのボランティア活動へのお

ト」
「ひきこもり」が話題に上がって

な場合は、ぷらっとるーむ吹田が核と

誘いなど、小さなステップを積み重
ねながら支援を行います」

やっぱりどこかしんどいと思う。

枠を越え、
しっかりわがま

いるけれど、自分のことになれば目を

なって丁寧につないでゆきます」か。

ちを宣伝し続けている。

そらしてしまいたくなるし、家族から

もし一歩踏み出せたら、ちょっと自分

いろいろ口うるさく言われたら、きっ

も変われるのかな。

Ｒ１７６

●ライフ

●豊島小

い「もなか」が野球のボー

『よ〜いドン！※』が取材に

ルに見えてきた。
もなかの

来たんです。白球もなか

皮の半分をボールに、も

のことを熱く語ったんやけ

う半分をグローブにかた

ど、編集でカットされへん

どった。
「TOYONAKA」の

か心配で」。そう笑う店主

文字も忘れない。

の横顔は、まるで球児の

最初のネーミング案は

至 梅田

ように爽やかだった

※11月20日放送分（弊紙の取材日は11月9日）

✂

白球もなかの小豆と柚子のセット

通常340円➡特別に200円！

※クーポンは必ず切り取って、会計時にお渡しください。 ※お一人様１回限り。
※他サービスとの重複不可。 ※税込み金額。

と強く反発してしまうだろう。
「私は高校卒業後、その先が見えず
に、１年間のほとんどを自宅でゲーム
にばかり熱中して過ごすような生活
をしていました。

ハードルは高いけど、やっぱり信
頼できる誰かに話を聴いてもらわな

早過ぎる次の春を迎えようとした

いと始まらないとも思う。オンライン

ある日、自暴自棄になっていた私を立

では一応、仲の良い人がいる。でも、

ち直らせてくれたのは、
『好きなこと
を頑張ったらええねん』という母親の

急にかしこまって「社会に出てみた
「ニートやひきこもりが長期化する

ヤツだって、
外されてしまうのが怖い。

要因の１つは、その人が学校や会社

問題の原因や深さは人それぞれ違

自分だって世間のことが気になら

などの『所属』をなくすことです。そ

いますが、社会と再び接点を持つた

ないわけじゃないから、新聞の見出し

のため『居場所』がなくなり、
『役割』

めには、誰かに話を聴いてもらうこと

くらいは、たまに目を通している。日

まで失って、社会と切れてしまうので

も大切だと思います」

曜に折り込まれていた「千里あさひ

す」
。これってまさに、高校を中退し

なんとか」の記事が、たまたま目に止

た自分のことかも知れない。

まった。

「最近は、施設への来所や電話を待

明日なら、いや、今夜なら。自分の
気持ちを伝えられるかも― （岡野）

支援の対象
『若者の悩みサポート拠点 山田駅
チカに』
。なんだ、割と近いところじゃ
ないか。
「コミュニケーションが苦手」
「外に
出るのが不安」
「就職できない」
「学
校に行けない」… まるで自分のこと
をズバズバ言われているみたいで、
ちょっと気が滅入る。
相談は夜もやっているんだな。こ

吹田市在住・在勤・在学の
様々な悩みを持つ

吹田市立子育て青少年拠点
夢つながり未来館

つだけでなく、イベントで相談ブース

39歳までの青少年
および、
その家族

●40歳以上の人からの相談は、適切な機関につなぎます。

相談内容（例）

・コミュニケーションが苦手 ・外に出るのが不安
・就職できない
・学校に行けない
・子どもがひきこもっている ・子どもとの関わり方

電話
相談

相談専用
ダイヤル

06-6816-8534

午前10時〜午後10時。日曜・祝祭日は午後６時まで。随時受付。

来所 予約制。要事前電話。 訪問 必要に応じて実施。

至 北千里

山田駅
阪急千里線

◆編集後記 服部天神地域の本格的な取材がスタート。ニュータウンとは違った魅力に、
ワクワクしながらまちを歩いています。 岡野和博（企画・取材・制作）

一言でした。

い」なんて言ったら、空気の読めない

山田駅

日︑ディオ ス 北 千

北千里秋祭り

月
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地域の学校が魅了

北千里秋祭り２０１９が

里︵吹田市古江台４︶を主な会場に開催された︒

ステージでは︑青山台中ギターマンドリン部︑古江

台 中︑北 千 里 高︑金 蘭 千 里 中・高の各 吹 奏 楽 部 や 大 阪

大学軽音楽部など︑地域の学校を中心に︑演奏やダン

ス︑歌唱などの発表があり︑来場客たちを魅了した︒

夕 方には︑千 里 北 公 園に向 け て 関 西 大 学 応 援 団 バ

トン・チアリーダー部らが行進︒千里北公園で吹田市

︵岡野︶

消防音楽隊と合流し︑フィナーレを音楽隊の勇猛かつ

華々しい演奏で迎えた︒

10

記事の最後に、記者自身の体験談
が書かれてあった。

大阪モノレール

子育て青少年拠点

２階 夢つながり未来館２階
月〜土曜/午前10時〜午後10時
日・祝祭日/午前10時〜午後6時

文
※中の﹁自分﹂は架空の人物です︒

2020年3/31まで

いつもご愛読ありがとう
ございます︒今後もまちの
すてきなお店や場所などを
私たちがお届けします︒
どうぞお楽しみに！

期間限定プレミアクーポン

んまとそれを読んでいるわけだ。

ぷらっとるーむ吹田

経験はないが、
「これや！」

「この前、テレビ番組の

けるのも、その一環です」
。自分はま

10

に。自身に本格的な野球
そうなると早い。まある

に地域に出ています。今回取材を受

吹田市子ども・若者総合相談センター

こちらは
本店です

阪急宝塚線

服部天神駅

服部阪急商店街

本店

駅前店

『一球入魂』。でも…野球

通

12月号

みかん大福１個２百円

[℡]
[営]
[休]
[所]

◆駅前店
06-6867-0504
10時〜20時
不定休
豊中市服部西町
1-9-18

２代目店主、山下順朗

朝日新聞

2019年

大福を包む山下順朗さん㊧

[℡]
[営]
[休]
[所]

◆本店
06-6863-0504
7時〜18時30分
月曜
豊中市服部西町
2-5-23

オリジナル銘菓で豊中をPR
「ホームラン級」の郷土愛

地元情報

北千里秋祭りで特設ブースを出す
ぷらっとるーむ吹田＝ 月 日

御菓子司

富貴屋

わがまち情報!

千里

月刊

服部天神
スタッフおすすめ

白球もなか（小豆・柚子）
１個170円

月刊千里あさひくらぶ12月号 No.236

ン会や朗読会などを定期的に。
そんな大型店と各近隣センターの

まだ見ぬ世界の扉を開けてくれた

本屋が交流する仕組みもできたら、

り、新しい情報を得られもする
「本」が

千里に本から始まる発展的なネット

好き。本たちから
「いらっしゃーい」
と

ワークが生まれるんじゃないか。う

誘われるような本屋さんが好き。最寄

わ、妄想やけどワクワクしてきた。

小さい頃は「笹部書店」
（新千里西
町３）によく行っていた。数年前、久々
に訪ねると、本だけじゃなくパンも売
の読み聞かせなどイベントが開催さ
れる、楽しい空間に進化していてうれ
こういう店が千里ニュータウン各
車いすユーザー

AKIRAの

vol.15

面積で長く滞在できる本屋ができて
ほしいな。外の空気に触れられるテ

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。

りのお祭り。から揚げや焼きそばなどの
屋台、金魚すくいや将棋などのゲームコー
ナー、環境教育を兼ねた工作コーナーな

食スペースも設けた。主催した実行委員
会の坂之上隆司委員長は「地域の方が、
青空の下で飲食をしながら歓談する様子
を見られてうれしい。来年以降も、自分
の住む町が好きになれる祭りになるよう
工夫したい」と笑顔で話した。

（岡野）
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１箱に︑お１人あたり

初めて駐車場に屋台を並べ、フリーの飲

回分

千里南町会館が耐震工事のため使えず、

︵３日︶

今回は、これまで会場になっていた新

携帯トイレがあれば自宅避難
「災害用トイレセット」できる可能性が高まります。
約

どが出て、大勢の来場が楽しんだ。

●売り切れ時はどうかご容赦ください。
●ASAがご集金後、
約２週間でお届け。
◆消費税込み・送料込み特別価格

３箱

次号のお題（1句でも可）
◆コンビニ ◆紅白 ◆記念

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：12/6
（金）
必着

…問い合わせ
千里厳選イベント 【問】
【申】…要申し込み

12/10〜 むかしのくらしと学校

明治から昭和の生活道具や学校の学習用具
を展示。火打ち石やさをり織りなどの体験も
12/10（火）〜4/5（日）9時30分〜17時15分
（休館日＝月曜日、祝日の翌日、12月29日〜1
月3日※1月13日、2月24日、3月21日は開
館）、吹田市立博物館（岸部北4）にて
【問】吹田市立博物館（TEL06・6338・5500、
FAX06・6338・9886）

12/11（水）、12（木）、14（土）、15（日）、18
（水）、19（木）14時〜15時30分、平和祈念資
料館（津雲台1）にて●定員各先着40人
【問】同館（TEL06・6873・7793、FAX06・
6873・7796）

しかった。

千里中央や南千里駅前には、広い

〒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）

◆アニメ
『めぐみ』
横田めぐみさんの拉致事件と家族の救出
活動を通して、家族を失う喪失感と生涯探
し続ける親子の絆を描いた作品

られていて、店内では定期的に絵本

近隣センターにあればいいのに！

投句先

◆世界ウルルン滞在記特別編
『戦場で傷ついた子どもたち』
内戦や紛争で傷ついた子どもたちを受け
入れ、治療し母国へ返す活動をしているド
イツ国際平和村を取材した作品

きて悲しい。

沖縄原産のノアサガオ
（多年生・宿根草）を
元にした園芸品種。ツルは数mの高さまで
伸びて壁を覆うため、ゴーヤなどとともに
緑のカーテンに適する。時刻と気温により
花の色が変化するのが好まれる。

朝日千里

12/11〜 平和映画会

りの千里中央に本屋が少なくなって

リュウキュウアサガオ
（琉球朝顔）

川柳は十七文字の作文だ

千里の本屋妄想

にはイベントスペースがあって、サイ

作文

山手町・俣野喜一さん

ラスカフェも併設されると最高。店内

あったらいいな

剣より強い古代も今もとこしえに

高野台・江藤憲子さん

憧れる夢の世界を書いて見る

新千里北町・豊沢タカさん

寺内・岸田和香子さん

赤裸々の子の作文に胸打たれ

新千里東町・新原健市さん

寺内・岸田和香子さん

デパートの売上げひびくコンマ２％

買い物

家の中衝動買いに囲まれて

新千里西町・改田明子さん

ポイントに踊らされつつはしご店

祭りが開催された。地域住民による手作

桃山台・りゅうこさん

新千里南町２）で、第４回みなみまち秋

大根

スーパーの大根すっきり美白済み

11 月３日、南町近隣センター（豊中市

竹見台・上田憲次さん

地域住民の秋祭り開催
新千里南町

「他校ではプランターをコンクリー
トの上に置いたところが多かった
のですが、ここは土の上だったの
で、そこに自然と種がまかれて野
生化しました。ボールよけの金網
は、ツルを伸ばす竹ざおの代わり
になっています」
。
現在は、水も肥料も農薬も一切
やっていないのに、年によっては
金網のほとんどを覆うくらいの勢
いがあるという。今枝校長は「昨
年の台風で窓が割れるなどの被害
が無かったのは、緑のカーテンの
おかげかも知れない」と感謝した。

大根が何時の間にやら大スター

吹田市立古江台小学校の運動場
に面する、２階建て校舎の壁や金
網で、リュウキュウアサガオが日
光をさんさんと浴びながら、今年
も青紫色の大輪を咲かせている。
もともとこれは、主に教室の日
射しをよけるための「緑のカーテ
ン」
。約10年前に市内の小中学校で
設置され、エアコン設備が整った
学校から、順次、プランターや竹
ざおごと撤去された。同小でも５
年ほど前に役割を終えて撤去され
たが、残った。
校長の今枝かおり先生によると

とろとろと煮込んで届けるあの人に

月８日
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野生化した古江台小のリュウキュウアサガオ

スマホから
お気軽に
どうぞ〜

熊野町・杉本悦子さん

秋晴れの空とリュウキュウアサガオをバックにジャンプ ＝

!!

緑のカーテン たくましく

同小ではリュウキュウアサガオ
を授業にも活用してきた。渡邉新
さん（６年）は「理科の授業で花
から色を取り出して、
‘花びら染め’
でアサガオを描いたことがありま
す」と楽しい思い出を振り返った。
また松下大起さん（６年）は「こ
こは色んな虫たちが集まって来る
から面白い」
。虫に詳しい別の児童
は「オレンジ色のチョウ、
ショウリョ
ウバッタ、トノサマバッタ、オンブ
バッタ、イナゴ、カマキリなどが観
察できます」と目を輝かせながら
教えてくれた。
「野生のカーテン」はきっと、運
動場や教室でたくましく過ごす児
童たちの姿を、何よりの栄養剤に
（岡野）
している。

朝日新聞千里販売

2019年（令和1年）11月24日
（日）発行

5,340

円

５箱 8,900

12/12 ひきこもりの具体的な家族支援
の在り方 〜事例も含めて〜

ひきこもり、不登校、不就労、家庭内暴力、
ス
マホ依存等の不適切行動は、本人だけでな
く家族も苦しめます。困難な中で、最良の道
を一緒に考えましょう
（講師：平井孝男先生）
12/12（木）18時30分〜20時30分、吹田市立
子育て青少年拠点 夢つながり未来館4階・
多目的会議室にて●無料●定員50人●一
時保育なし
【申】11/1（金）〜「ぷらっとるーむ
吹田」へ（TEL06・6816・8531、FAX06・6816・
8532 ※FAXは名前、住所、電話番号を記入）

12/15 くるくるクリスマス

円

●長期10年保存可能。●排便袋（PE製）、抗菌性凝固剤、
持ち運び袋（PE製）、ポケットティッシュ入り。●1箱のサイ
ズ 約W135×D50×H180mm。約300g。

ご注文は朝日新聞千里販売へ（平日10〜18時）

06-6872-0031

人力発電によるイルミネーションの点灯や、
フリーマーケット
（50店）、
ソーラーカー体験、
かえっこバザールなど
12/15（日）10時〜14時、
くるくるプラザ（千
里万博公園4）にて●くるくる体験は実費
【問】同プラザ（TEL06・6877・5300、FAX06・
6876・0530）

●地域のお店でお得にショッピングができる
『千里あさひくらぶ 提携店一覧』は11月29日
（金）の朝刊に折り込んで発行予定です。お待たせしています。

