スクープ とったど
by カメラ得意の岡野

月刊

普段は皆様がゼッタイに見られない
スタッフの何気にオモロイ場面を激写します

サッカー大好き! な、アイデアマン
とにかくサッカーが大好きで

サッカーの知識以外で得意

す。やっぱり、ガンバ大阪は地

なのは、仕事上のアイデアを

元のチームだから応援していま

練って、それをもとにチラシを

す。でも、国 内 外 限らずどの

作ったりすることです。パソコ

チームもいいプレーが出れば

ンで紙面を作るのを DTP と言

万博のスタジアムは、ピッチ

た似顔絵を載せています。「こ

とスタンドの距離が近いのでめ

れ、あなた？」ってお客さんに

ちゃくちゃ迫力があります。「選

声をかけられると、とてもうれ

大谷 真

がない方がいたらぜひ！ 地元
にあるのにもったいないです。

高級食パン専門店（電話予約可能）

特製ラスクプレゼント

ピッチャーとキャッチャー

地元密着の高級食パン専門店。焼き上が
りには行列がズラリ！主力商品は、柔らか
い耳と、
しっとりとしたくちど
けの「青春白書」、大粒サン
マスカットレーズンを練り込
んだ「あの日の思い出」。

食パン１個お買い上げ毎に

高級食パン専門店
ピッチャーとキャッチャー
カリッサクッの特製ラスクを進呈！

大阪屋台居酒屋 満マル

ʻ新世界ʼが千里にやって来た！コテコテの
大阪の雰囲気と味が楽しめる居酒屋。大
阪名物どてやき、串かつ、揚
げ物、焼き物、ご飯もの‥。
仲間同士で気軽に寄れるお
店。お得なランチもアリ。
パーソナル
トレーニング
９月にオープンしたパーソナルトレーニ
ングスタジオ。独自メニューに沿って、
トップレベルのカラダを持つ
トレーナーによる、なりたい
姿へのボディメイク。結果は
数字で分かりやすく表示。

TEL 06-6877-8768
吹田市山田西1-1-11

ファーストドリンク全て100円
大阪屋台居酒屋

満マル

※アルコールもOK。お連れ様も同様に。
吹田樫切山店のみ

串かつ、揚げ・焼き物などなど

TEL 06-6310-2355
吹田市山田西1-1-11

初回1,000円OFF

A Style Field

（2回目以降500円OFF)
パーソナルトレーニング

A Style Field
エースタイルフィールド

トレーナーが一対一でボディメイク

TEL 080-5332-5333
吹田市山田西1-1-11

● お店で﹁千里あさひくらぶ会員証﹂の提示が必要です︒左はクーポン券ではありません︒
● 会員証をお持ちでない︑当社配達地域内の朝日新聞読者の方は︑ＡＳＡまでお問い合わせください︒

新しい提携店が仲間入りしました！ぜひご利用ください。千里あさひくらぶオススメのお店です。

電気は、街や家の中を照らしたり、
ちょうど良

12月号

い温度にしてくれるだけでなく、
スマホや電動自

（通巻248号）
（通巻248号）

ふつう都市部には、土地に余裕がないなどの

も味わえます。もし行ったこと

（営業・配達等）

朝日新聞千里販売

毎月
毎月 届
届 ！
！

チラシには、妻が描いてくれ

手と目が合った！」という瞬間 しいんです。

ASA南千里

通
通

転車、空気清浄機だって、みんな電気のおかげ
で動いています。余りにも身近過ぎて普段はあ

千里ニュータウンの電気 見上げた

ました。

選手がお気に入りです。

朝日新聞
朝日新聞

高〜い鉄塔、長〜い送電線

思わず拍手してしまいます。ち うのですが、独学で身に付け
なみにガンバだと宇佐美貴史

地元情報
地元情報

2020年

奥平︵ＡＳＡ千里桃山台︶

!
ズマ ター !
ラ
プ ラス
ク

突然のニューマシン登場に︑驚きと喜びを隠さない阪本店長

空気清浄機が千里
販売の全事務所に登
場！ ウイルスを破壊
することで超有名な
本 格 機。これで冬の
コロナ対策をバッチ
リ強化します。

STAFFの

まり意識しませんが、クリスマスのイルミネー
ションが輝くこの季節、地元に届く電気を
「ちょっ
と見上げて」みませんか？
※当紙独自の企画記事で、電力会社様とは関係ありません。

壮大な道のりは続く..

理由から鉄塔がなく、送電線は地中を通って
います。
でも千里ニュータウンは市街地であり

家庭に電気が
やってくるまで
（主な流れ）

ながら、それらを見つけることができるんです。
まちを歩いて取材しましたので、
その一部をどうぞごらんください。

ひっそり 上新田変電所

千里ニュータウン
鉄塔・送電線 簡易マップ

発電所
送電線は、千里NTから万博、阪大、安威川
を経由し、山に入る。福井の原発までは直
線距離でも約75kmの険しい道のりだ。

発電した電気を高電圧
にして送り出す。27万5
千Vや50万V（ボルト）。

（写真＝吹田市高野台から北方の山並みを望む）

架空送電鉄塔

豊中市上新田３

吹田市古江台６

千里NTではないが、新御堂沿いの
上新田に変電所。鉄塔がなく普通
の建物に見える、縁の下の力持ち。

千里丘変電所

万博記念公園から
送電線が千里NTに
入ると、まずはここ
にたどりつく。阪急
電鉄の変電設備が
隣接している。

大 量 の 電 気を高 い 電
圧で送る。地下を通る
ものは「地中送電」。

一次変電所
高電圧の電気を、使用
場所にあった電圧に下
げる。7万7千V。

豊かな自然に溶け込む

配電用変電所

ねむのき公園 星空鉄塔

高電圧の電気を、使用
場所にあった電圧に下
げる。6,600V。

電柱
吹田市桃山台４

吹田市佐竹台６

南千里中学校そばの千里緑地に
鉄塔が数本並ぶ。千里の象徴であ
る竹林や里山の風景に、見事に溶
け込んでいる。

寄り添う 夫婦鉄塔
佐竹台幼稚園の南東。夏はアジサイ、秋は
紅葉が大変美しい千里緑地に立つ。別
ルートの２本の鉄塔が、
まるで夫婦のよう
に寄り添うポイント。
（パノラマ撮影）

関西の要 小曽根変電所
豊中市浜４

送電線の道＝散歩道？？

吹田市佐竹台４

千里NTから南へたどるとここへ。大
正時代からの歴史深い変電所。関
西に大量の電力を届けくれる要。
【編集後記】鉄塔や送電線を見つめていると、はるか彼方から運ばれてくる電気に感謝の気持ちがわき上がりました。
これからは町の景色が変わりそうです。
（岡野）

公園の広場の真上を送電線が通る。周囲
の光が余り届かないので、夜に寝そべっ
て見上げると、星空とマッチ！

千里NTは、送電線を通す道として
緑地帯がうまく利用されています。
生活に欠かすことができない電気
を眺めながら町のみどりを楽しむ
「送電線ウォーク」もオススメです。

電柱の変圧器でさらに
電圧を下げて住宅など
に届ける。100V、200V

家庭
QRコードから
ほかの写真も
見れるニャ〜

活動報告のコーナー

落葉

山手町・俣野喜一さん

雨が降る落葉にすべる馬鹿な俺

熊野町・杉本悦子さん

秋さぶや急げば落葉も追ってくる

新千里東町・新原健市さん

濡れ落ち葉原生林の発酵食

▲

を学んだ後に新聞記事を読み、自分の意見

ぎんなん

ご期待ください。

高野台・江藤憲子さん

１時間目は「作文教室」。
スライドで書き方

どを、考察も含めてお伝えました。

大地に伸びよ銀杏守り朽ちるいちょう

フが参加しました。今後の開催にも、
どうぞ

二葉町・中井智代さん

しました。

れました。当紙編集長・岡野が講師となり、
『月く』独自の視点で取材した郷土の歴史な

小曽根・中川昭代さん

役と子どもたちのサポート役などでスタッ

津雲台・中川隆充さん

後援した朝日新聞千里販売からは、進行

小学生のいる家族を中心に約120人が参加

竹見台・上田憲次さん

催で開催されました。吹田市と豊中市から、

相聞歌たき火の中のさつま芋

ニュータウンプラザ・多目的ルームで開か

もみじ

ながら、時事力が身につけられる方法です。

新千里北町・豊沢タカさん

無料）が、朝日新聞社・朝日学生新聞社の主

京都が都になったら
府を取って
「京都」
？
なんだかカッコイイ

新千里西町・改田明子さん

らな い ニュータウン』が 1 1月1 9日、千 里

散歩道紅葉の落葉まさかの楓

吹田市立図書館主催の講座『あなたの知

親子が一緒になり、工作のように楽しみ

美味しいよ落ち葉集めて焼きイモを

見などを記しました。

作文

作文は長すぎるから川柳で

吹田市江坂町の会場で11月３日、
『朝日
新聞EduA（エデュア）新聞活用講座』
（参加

大阪都

大阪都なにがほんまかわからへん

『月く』利用した教養講座開く

貼り付けます。記事のそばには、感想や意

大阪都お隣京都はどうなるの

新聞活用の教育講座を開催

る記事を探して、それぞれを大学ノートに

濱本︵ＡＳＡ千里桃山台・旭ケ丘店長︶

地元への興味と関心がアップ!

スマホから投句

選んで切り取り、朝日新聞の中から関連す

作文・スクラップの方法学べる

を200文字にまとめました。
「意見」
「理由」

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連絡先 ※原稿返却不可

次号のお題 1句でも可

冬景色 / 初詣 / 仲間入り

お題を明記。自作の未発表に限る。

締切：12/11
（金）
必着

「経験」
「結論」の４つの型に当てはめること
で、簡単に作文（意見文）が書けます。

紅葉 今年はきれいです

地元のコーナー

小５男子は「苦手だった作文が書けた！」
と、
自信に満ちた笑顔を見せてくれました。

満席の会場からは多くの質問も聞かれ、

２時間目は「新聞スクラップ教室」。朝日
小学生新聞に掲載された時事ニュースを

参加者は講座を通じて、地元への興味と関
心をより高められた様です。

満席の会場と、周囲でサポートするスタッフたち

クリスマス企画!? 賑やかしアイテム、
クラッカーの代
用として、新聞紙で懐かしい紙鉄砲を作ります。月く独
自の耐久性アップ、
ええ音が鳴る工夫も伝授！

★上から潰すように優しく折る

二丁拳銃〜!!

!

POM

★テープを貼ると耐久性アップ!

★優しく折るのが最大のポイント

上村︵配達・集金など︶

PAM

千里キャンドル、万博で無観客点灯

ʻ千里が育てたʼ パラ強化指定選手

毎秋、市民が参加して行われてきた『千里

千里在住の竹村明結美さん（21、アシッ

キャンドルロード』がこの程、
「密」を避けるた

クスジャパン勤務）は、陸上の東京パラ強

め関係者だけに限定し、閉園後の万博記念公

化指定選手。出場を目指す400㍍は、脳性

園で実施された。万博の森の一角で、1万6千

まひの一番軽いT38クラスでワールドラン

本のキャンドルが灯された。写真や動画は公

ク現在第４位。
自己ベストは1:05.86だ。

式サイトで今後公開される予定。大阪万博から
50年の今年、新しいシーンが誕生した。

撮影者／社長と岡野

生後５カ月の時に心肺が停止し、腕や
脚、視覚などに障害が残った。13歳から陸
上を始め、高校では陸上部の創部に携わっ
た。17歳からは、日本代表として世界的な

10

大会への出場を重ねている。

24

急なアップダウンが続く千里は、絶好の

!

トレーニングコース。桃山台〜南千里〜山

★このスキマへ空気を一気に
入れるよう、手首をきかせながら
思い切って振り下ろす！

作り方動画

田〜万博などを、母のサポートで駆ける。

※本当に大きな音が鳴ります。絶対
に耳元では鳴らさないでください。
また、
ご近所に配慮してください。

ることを積み重ねたい」。竹村さんは夢に

（当紙について）
『月刊千里あさひくらぶ（通称、月く）』は、朝日新聞千里販売が毎月最終日曜日に、朝日新聞朝刊に折り込んで発行している地域情報紙です。

「コロナが心配だけど、今だからこそでき
向かって、強い気持ちを燃やし続ける。

４００㍍を力走する竹村さん＝木南記念大会︒ 月 日︑ヤンマースタジアム

★この４カ所が
ふんわりと開いて
いたらグッド！

❶ 新 聞 を ヨコに し て ❷ ヨコの 中 央 線 に 合 ❸ タ テ の 中 央 線 で 谷 ❹ ヨコの 中 央 線 で 谷
広げる︒
わせ︑四隅を谷折り︒ 折り︒
折り︵山折りでも可︶︒

ポンッ！と鳴る
「新聞紙鉄砲」

❺❹で折った所を立て ❻反対側も同様に折っ ❼ 表 裏 と も 上 の 角 を
て︑上から潰し折る︒ て四角形にする︒
谷折りして三角形に︒

クラッカーの代わりにも

今年の紅葉はきれいだと思いませんか？ 悪い時はすぐに茶色や黒褐色に
変色する街路樹も、朱や橙、黄色が鮮やかです。気温が少しずつ低下してい
るので、樹々が季節の移ろいを感じているのかも。 撮影地／服部緑地、千里NT

陸上 脳性まひT38クラス

竹村明結美さん

（お問合せ・取材希望など）
メール：aclub@0843.co.jp 電話：
（06）6872-0031 ファクス：
（06）6872-0034 朝日新聞千里販売「月刊千里あさひくらぶ編集部」
まで。

