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タイムスリップ展・千里をまるごと楽しもう

実行部会   
★オープニング：日本初の 

計画的な街、千里ニュータ 

ウンで、佐竹台は人が初め 

て住んだ所。高野台中学の 

合唱で開幕。当初からの入居者が 50 年を回想、

未来を見据えて語りあった。★タイムスリップ

展：最初の入居者が住んだ佐竹台Ｂ39-202 室を舞

台に、当時の生活を再現。家財、食器、衣装、電

気製品、新聞、写真等を展示。ボランティアガイ

ドが案内し 10 日間で 1,496 人が見学。最高 1 日

240 人の日も。★千里をまるごと楽しもう：まち

歩き行事を 9回企画。延べ 1,000 人の参加者が集

う盛況ぶりだった。 

いずれも多くの参加者を得て、千里ＮＴの素晴ら

しさを再認識できた。 

  部会役員：谷川一二、大津忠明、岡村昇二

広報・情報発信実行部会  
日本最初の大規模ニュー

タウンが半世紀！という絶

好の機会を利用して、もうオ

ールドタウンだとかさんざ

ん言われっぱなしの千里ニ

ュータウンから元気を外に

向けて発信したい…その一

念で取り組みました。 

千里で育って、広告の仕事をやっている自分

にとって、「ニュータウンの広告をすること」

は、まさに「天からの仕事」。その機会に関わ

れて、幸せです。そして実際は期待以上でし

た！皆で盛り上げたことがすごい。やっぱり千

里は、どこまでいっても「最先端で」「クリエ

イティブな」町なんだと確信しました！ 

 
            部会長：奥居武 
 

フェスティバル実行部会  
誰もが「見て楽しく、参

加しても楽しく」をモット

ーにしたフェスティバル

「千里 50 年まつり」を開

催しました。 

セルシー広場でのステージイベントは、地元

の大学、高校、サークルの皆さんに加え、吹田、

豊中で活躍しているプロのミュージシャンな

どに出演していただいた。一方、せんちゅうパ

ル広場で行ったテントブースは、全国各地の観

光物産展によるふる里交流コーナー、留学生や

国際交流団体による国際交流コーナー、ボラン

ティア団体による体験コーナー、50 円均一屋

台、協賛企業のＰＲコーナーなど、ステージ、

ブースとも大勢の参加者でにぎわいました。 

「千里 50 年まつり」は、10 年、50 年、100 年

先の未来へ夢を託す、「ふる里千里」の絆を結

ぶことが出来ました。 

        部会長：藤本輝夫 

市民フォーラム・明日へ続く光の道フェスタ

実行部会  

今回どうしても成し遂げ

たかった 2 つのこと。市民同

士の連携。千里ニュータウン

の文化の創出。 

まちびらきから 50 年という節目をきっかけ

に、多くの市民力が結集し、これらのきっかけの

一つとすることができました。 

千里ニュータウンは既に 51 年目の歩みを踏み

出しました。まちづくりはまだまだこれからで

す。 

これからの千里ニュータウン、市民力に期待し

ています。 

50 年後、語り合ったまちを作る君たちに、エー

ルを込めて。 

          
部会長：高向正和 
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■新聞記事、メディア掲載 一部紹介 
   

○メディア掲載一覧 

名称 発行日又は放送日 名称 発行日又は放送日

シティライフ北摂ＷＥ
ＳＴ

2012年4月1日 読売新聞 2011年3月11日

朝日新聞 2012年4月16日 朝日新聞 2011年3月13日

ケーブルＴＶ「０３ス
テーション」

2012年4月26～5月2日 読売新聞 2011年6月2日

シティライフ北摂ＷＥ
ＳＴ

2012年6月1日 産経新聞 2011年9月16日

読売新聞 2012年6月3日 産経新聞 2011年10月5日
大阪日日新聞 2012年6月3日 朝日新聞 2011年11月1日
産経新聞 2012年6月26日 朝日新聞 2011年11月16日
朝日新聞 2012年6月26日 建設工業新聞 2011年11月28日

毎日新聞 2012年7月4日
シティライフ北摂ＷＥ
ＳＴ

2012年1月1日

大阪日日新聞 2012年7月4日 日本経済新聞 2012年1月23日
読売新聞 2012年7月24日 読売新聞 2012年2月1日
朝日新聞 2012年8月25日 産経新聞 2012年2月27日
産経新聞（広告） 2012年8月29日 朝日新聞 2012年3月11日

シティライフ北摂ＷＥ
ＳＴ

2012年9月1日 日本経済新聞 2012年3月19日

読売新聞 2012年9月4日 読売新聞 2012年7月19日

朝日新聞 2012年9月8日
桃山台小学校学校便
り

2012年7月20日

産経新聞 2012年9月8日 朝日新聞 2012年7月21日～8月2日
毎日新聞 2012年9月8日 日本経済新聞 2012年8月23日
読売新聞 2012年9月8日 日本経済新聞 2012年8月25日
産経リビング 2012年9月8日 大阪日日新聞 2012年8月31日
朝日新聞 2012年9月15日 建設工業新聞 2012年9月3日
朝日新聞 2012年9月16日 建設通信新聞 2012年9月3日
テレビ朝日ニュース
「キャスト」

2012年9月17日 朝日新聞 2012年9月4日

大阪日日新聞 2012年9月27日 千里タイムス 2012年9月7日

千里朝日倶楽部 2012年10月1日 朝日新聞 2012年9月14日

阪急沿線情報紙ＴＯ
ＫＫ

2012年10月1日 読売新聞 2012年9月15日

関西ウォーカー綴込
み付録

2012年10月2日 読売新聞 2012年10月1日

読売新聞 2012年10月12日 朝日ファミリー 2012年10月12日

読売新聞 2012年10月12日 日本経済新聞 2012年10月24日・25日

シティライフ北摂ＷＥ
ＳＴ

2012年11月1日 読売新聞 2012年10月27日

阪急沿線情報紙ＴＯ
ＫＫ

2012年11月1日 朝日新聞 2012年10月29日

ポールスター 沿線元
気人

2012年11月1日 読売新聞 2012年11月11日

産経新聞 2012年11月13日 読売新聞 2012年11月18日
読売新聞 2012年11月27日 産経新聞 2012年11月28日

千里ニュータウン関連記事千里ニュータウンまちびらき50年事業　報道一覧
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千里朝日倶楽部 2012 年 10 月号  

北大阪急行 ポールスター 沿線元気人 

2012 年 11 月号      

朝日新聞デジタルＨＰ 2012 年 9 月 16 日

ｍｓｎ産経ニュースＨＰ 2012 年 9 月 8 日
YOMIURI ONRINE ＨＰ 2012 年 9 月 16 日  

ｍｓｎ産経ニュースＨＰ 2012 年 11月 10 日


