月刊

送料無料・本の通販
・お届け予定日はご注文時にお伝えします。
・すべて税込み・送料込みの価格です。
・売り切れの場合はご容赦ください。
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届 ！

仕掛け―それはきっと、その存在を強く意識

４月号

4

2020年

しなくても自然と、思わず、導かれてしまうもの。

（通巻240号）

今回は地域で、そのようなものが無いか探して
みました。普段意識しないだけあって、見つけて

ASA北千里・南千里スタッフたちが

まちの
「仕掛け」
「工夫」
探した
千里の
シカケ大賞

ビックリ！

迷惑駐輪なくすトリックアート＠千里中央

（ライフサイエンスビル南）

（左から）犬塚、大谷、三木
本多さんが描いたイメージ図

小2男子のアイデアが実現！

今号の担当

そばで見れば平面的なチューリップの絵が、ある程度の距離で
見ると、あたかもそこに咲いているかのように見えるトリックアー
ト。花ということもあり、駐輪するのをためらわせる仕掛けです。
考えたのは、豊中市立新田小２年の本多優人さん。阪大シカ
ケラボ主催「シカケコンテスト」で優秀賞を受賞したアイデアです。

1,000 円

1,019 円

990 円

応募のきっかけは「迷惑駐輪はベビーカーや車いすが通りにく

910 円

くて困るから」。これまでも数々のコンテストで受賞してきました
が「初めてアイデアが実現して、すごくうれしい！」。市によると、
設置以降一定の効果が現れています。

友だちと一緒に︒本多さんは右手前︒

各 1,320 円

普段、お父さんやお母さんと相談しながらアイデアを練り、ネ
タ帳などはつけずに全部頭の中に描いているとか。でも今は「次
のコンテストのために、頭の中は空っぽにしてるよ」
夢は広島カープの選手。取材時に友だちから「ホームランを

1,320 円

捕れるグローブの発明を」と提案されましたが、「そんなものが
あったら面白くないから実力で頑張る！」と笑う活発な男の子です。

朝日新聞千里販売まで

（06）6872-0031

電話

ご応募締め切りは 4月12日
（日）まで

39枚

千 里 ニュータウンにも３ つある「ロータ

千里青雲高校が「学習サポーター」募集

路に出るための交差点です。まちづくりのお

地域の方や学生が対象

手本としたイギリスの田園都市を模して造ら

未経験の方も歓迎

知的障がいのある生徒が総合学科の生
徒とともに学ぶ「共生推進教室」
を設置する
千里青雲高校が今、
「学習サポーター」
を募
集中。授業に入り込んで生徒に付き添い、
必要に応じて教員の指示や説明を伝えるな
どの補助を行う。資格は特に必要なく、地域
の方や学生など未経験の方も対象。1回に
つき3時間程度で3,000円※が支給される。
※交通費加算はなし。

カタリスト情報

リー」は、車が時計回りで周回し、目的の道

応 募 や お 問 い 合 わ せ は、千 里 青 雲 高 校（豊 中 市 新 千 里 南 町
1-5-1）共生推進教室担当の中田教諭か、谷廣（たにひろ）教頭ま
で。TEL06-6831-3045。※活動曜日や時間帯の相談も可能。

ビックリ。ロータリーを円滑に活用する
のに、
これだけの標識が必要なんです。
他のロータリーは何枚でしょうか？

編集後記：トップ記事のネタ探し、身近なまちでも視点を変えて眺めれば、やっぱり面白い！ 個人的に今後も続けようと思います。
（岡野）

れたそうです。
ロータリーには、実はこんな役割が。「交
通事故防止（対向車や右折車がないため）」
「ま
当紙︑共生推進教室の取材記事

あなたの声でリスナーに語りかける
『カタ
（語り手）
リスト
』
で、新しい世界が見つかる！
番組パーソナリティーや朗読、
ラジオドラ
マなどに出演。経験や年齢は問いません。
プロ講師による事前研修（月3回・3ヶ月・有
料）
でスキルが身につく。詳細は説明会で。
◎応募後2週間以内に全員に連絡します。

クイズ
こたえ

「ロータリー」
って、実はスゴイ仕掛けだった

知的障がいのある生徒を支援

FM千里 新規
『カタリスト』募集！

応募は、
〒住所、氏名（かな）、年齢、職業、メールアドレス、携帯
&FAX番号を明記の上、
メール（catalyst837@senri-fm.jp）
・LINE
（検索で06-4802-8771入力）
・FAX（06-6377-0122）
・ハガキで、
〒531-0072 大阪市北区豊崎1-11-9FM千里カタリストＡ係まで。
●お問合せは…TEL 06-4802-8771（平日10〜18時）

●電話受付時間は平日10時〜18時です。
●ファクスの場合は（06）6872-0034まで。

……

ちの中の通り抜けを防ぎ折り返させる効果」
「（信号がなくても問題がないため）災害時等
の交通整理」などです。あとやっぱり「ニュー
タウンらしさを表現」もあるでしょうね。ちな
みにロータリーは、周回する車より、進入し
ようとする車の方が優先だそうですよ。
その分、
数あて 信号機の無いロータリーですが、
クイズ 「一方通行」や「横断歩道」など、道路標識
が整理を担ってくれています。そこで問題
です。津雲台2丁目ロータリー内と、
それに
接する道路標識は何枚あるでしょうか？
●消防標識は対象外。
こたえは4面にあります。

壁面に大きなイラストが描かれている団地を
︵上から︶藤白台２丁目︑津雲台５丁目︑同２丁目のロータリー

ラジオ出演にチャレンジ

（他コンテスト受賞作）
「野球を観ながら移動できる車」
「五輪が楽しめる庭」

知っていますか？ 竹見台３丁目のＣ32 棟に
は、風船をつかんで空を飛ぶ、女の子の大き
なイラストが。実はこれ、単にかわいらしい
だけじゃなく、幼い子どもが同じような建物が
並ぶ団地の敷地内で迷わないようにする工夫
（目印）でもあるそう。なるほど、壁画の前に
は小さな公園がありました。

かわいいだけじゃないよ 団地の壁画

ご注文は、
おなじみの

見上げればそこに‥ せんちゅうパル

「アイデアください」解決にどんな仕掛け？

朝日新聞千里販売

2020年（令和２年）３月29日
（日）発行

季節感豊かな実りあり過ぎて

小曽根・中川昭代さん

新千里東町・新原健市さん

新千里北町・豊沢タカさん

四季狂いすみか移動のトリ サ･カナ

季節感

ベランダで薄着姿でうたた寝を

寺内・岸田知香子さん

季節感ずれて財布とにらめっ子

二葉町・中井智代さん

マンガ好きアメもらったのは図書館

江坂町・デバキンさん

高野台・江藤憲子さん

ちょうど良い図書館までの歩く距離

図書館

ななつ

跪き七歳の私に逢いにゆく

桃山台・よねちゃん

予約の本半年遅れで順が来る

米寿には横文字とんと判らない

山手町 俣･野喜一さん

竹見台・上田憲次さん

原発も石炭火力も未来なし

て、
「昇って近くで撮ったら SNS 映えするかも」なんて思っちゃう！
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の目標自分に何できる？

ことも。それがこのパラソルであら不思議。自然と上階に目がいっ

SDGs

新千里西町・改田明子さん

連絡通路を普通に歩いていると、上階のお店に意識がいかない

公園入り口などの車止めは、車
とバイクの進入を防ぐものです
が、自転車や車いすまでもが超
通りにくい構造に。これって、み
んなあきらめているのかな…？

津雲台・中川隆充さん

千里中央せんちゅうパルでは、天井に色とりどりのパラソルが
つるされることが。地上は４階建てのパルですが、南北の２階

服部緑地公園

車いすや自転車は通りやすい車止めって？

何よりも世界の平和次の世へ

吹田市佐竹台２、３丁目の境に
ある佐竹公園北側に面する道路
（竹の子通り）は、タバコの吸い
殻、家庭ごみ、飲食ゴミのポイ
捨てが い つもズラ〜リ。市 も、
看板を増やすなど対応していま
すが…。

竹の子通りのゴミ

佐竹公園「ポイ捨てロード」
？ ゴミを無くすには？

月刊千里あさひくらぶ2020年４月号 No.240

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）
◆イライラ ◆千里中央 ◆五輪

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：4/10
（金）
必着

写真提供／山本晶さん

安家紀子校長＝ 月３日

「学び続ける力 身に付けて」新田小でESD

豊中市立新田小学校（上新田2）
では「持続可能な開発のための教育」
と訳される
ESDの取り組みを、全学年を通じ継続的に取り組んでいます。安家紀子（あけのりこ）
校長に、
これまでの活動や今後の目標などを尋ねました。
（岡野）

３

イライラ募るコロナショック

僕なり解消法を妄想
新型コロナウイルスのせいで、大
袈裟じゃなくて、僕の生きがいが全部
今月鑑賞予定だった映画が公開延

優しさに、かなり気持ちが安らいだ。

で原油の輸入が止まるのではないか…

期…。Jリーグは開幕延期…。参加す

人間の体に新型コロナを封じ込め

という不安から、なぜか「トイレットペー

る３つの市民活動の会議も中止…。 る免疫細胞が誕生して、４月以降に

パーがなくなる！」
というデマが広がっ

さらに千里中央の図書館まで休館…

て、日本中で皆が買いだめに走ったパ

日小学生新聞などでもしばしば取り

開かれる「ESDフェスタ」で作品を展

上げられているSDGs（ Sustainable

示します。安家校長は「本校ではすべ

題するクイズに答えるとSDGsシール

Development Goals「持続可能な開

ての授業をESDの視点で捉えていて、

がもらえます。また、教諭が的確に指

発目標」）を達成するための教育のこ

今春改訂の学習指導要領のテーマ

導できるようビジョンを明確化して共

とです。同校は平成21年、平和や国際

『思考力・判断力・表現力』に合致した

有し、達成度を数値にして
「見える化」

的な連携を実践するユネスコスクー

学びだ」と話します。また「児童たち

ルに加盟したことをきっかけに、安家

が、まちの中で見かけたSDGsのポス

安家校長は新年度の目標を「さら

れているコロナショック。普段からほ

校長が赴任した平成27年度から本格

ターに注目したり、自主的に家族と一

に保護者や地域も巻き込んだ活動へ

ぼ在宅な僕なので、だいたいいつも

実施しています。

緒に公園のゴミを拾うなど、学校外で

と広げてゆければ。児童たちには、失

通りの毎日を過ごしているのだけど、

も様々な成果が見られている」。

敗を恐れず、ESD視点でのまちづくり

令和元年度分のテーマを記します。

学年別のESDテーマ（令和元年度）

工夫もあります。例えば、ペットボトル

「ESDを通じて学び続ける力を身に付

キャップを集めると校内で使える仮

けて、
日々隣にいる友だちを気遣える

想通貨と交換できたり、児童会の出

人間になってほしい」
とも願います。

【1年】
「命」
をテーマにサツマイモ
などを育てる

コロッと終息したらいいなぁ。

（そのためか、本屋さんが繁盛してい
るようなのはうれしい）。
日本だけでなく、世界中が見舞わ

21

やっぱりニュースを見ていると不安
は募る。それに、中止・延期の連鎖で、
生活に必要な文化的な楽しみが失わ

車いすユーザー

AKIRAの

vol.17

【3年】住みやすい新田校区を
目指して

だったということになっています。なぜ
千里だったか？ 千里ニュータウンは、
当時の日本では珍しい「全戸水洗トイレ
の町」
でした。
今回、似たような現象が今度は世界
規模で起きましたね。自家用車やネット
によるショッピングの普及、流通の大規
ど、1973年とは大きく環境が変わってい

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。

ますが、目に見える結果がそっくりとい
うのは、やはりトイレは「生きていく根
源」
と密着しているからでしょうか。

思わず目が！ごみ捨て防止看板

【2年】ぼくらは新田たんけんたい

ニックです。震源地は千里中央の特売

模化、SNSによる情報の回りの速さな

れるとストレスが増す。マスクをつけ
たら、眼鏡が曇るのもイライラ！

毎日にぎわうパルやま
︵３月 日︶

した人も多いでしょう。当時、中東戦争

奪われたみたいに思う。

に挑戦させたい」
と話します。さらに

回のコロナ感染拡大で1973年の「トイ

で毎日にぎやか！）
ペーパーをお裾分けしてくれた。その

でプレゼンテーションし、例年１月に

取り組みを楽しく継続できるような

千里・北摂に長く住んでいる人は、今

レットペーパー買いだめ騒ぎ」を思い出

Development の略で、朝日新聞や朝

付けられた取り組みを行っています。

バック・トゥ・ザ・����年？

ルやま」の頂上に立てれば気分がス

そんな中、
ご近所さんがトイレット

その成果は、児童たち自身が校内

学年ごとに、SDGsの各目標と関連

「ニュータウン研究家」
奥居武さんのコラム

上げたせんちゅうパル北広場の「パ
カーッとするかも!?（現に、親子連れ

ESD は Education for Sustainable

をしています。

もしかしたら、以前にこちらで取り

当時の騒ぎは「千里中央から」
とほぼ

場所は上野西３丁目のとある３階

特定されていますが、今回は情報の感

建てビル、敷地と歩道に接するところ。

染経路の特定は、
もう難しいでしょう。

「ゴミを捨てたらあ【缶】よ。」文字で

千里・北摂は屋外の広い空間にも恵

は表現しにくいのですが、
【缶】はサー

まれていて、濃厚接触しなくても気分転

【4年】
ごみを減らそうプロジェクト
インフルエンサーになろう

モンの空き缶イラストです。

【5年】全児童アンケートを
参考に新田小をより良く

なシャレ。しかも正面から見て妙に

ります。デマに踊らず、明る

立体的だなあと思ったら… ほんま

い気分で一度しかないこの

に立体だった！ 画像編集ソフトで簡

春を過ごしたいですね。

【6年】
「人権」
をテーマに
パラリンピックを研究

換できる場所がたくさんあ

思わず立ち止まって「なるほど！」

単に影が付けられる昨今、この目立

（左）企画会議中の5年生。
（右上）
プレゼンテーションする3年生。
（右下）ESDフェスタの展示物。
※新田小ESDの記事中の授業風景などの写真は、すべて学校提供です。

たせ方はまさに、シ・カ・ケです。

奥居さんのコラム満載

情報提供／豊中市民の読者さん

撮影／南地祐希さん

『アラウンド・藤白台』

