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ギャラリー
ギャラリー

10：30～
・歌と合奏 （おんぷ広場）
・銭太鼓 （銭太鼓同好会）
・日本舞踊 （山村流若松会）
・コーラス （コーラスビータ）
13：05～
・ソーラン （ＩＺＡ!! 五月）
・マジック （マジックフレンズ）
・ジャズとボサノバ （空風楽団）
・吟と舞 （吟舞みどりの会）
・ジャズダンス （ジュニアジャザサイズ）
・ベリーダンス （ﾊﾟﾙﾗﾏｯｸ･ｵﾘｴﾝﾀﾙ）
18：30～ 「たそがれコンサート」
・ギターソロ （岡崎泰正）
・ジャズボーカル （阪井楊子トリオ）
・ジプシージャズ(Osaka Hot Jazz Quintette)

10：30～
・合 唱 （いのこの里）
・企画吟 （大翔岳風会）
・ヘルマンハープ （エルフ）

１階： ・書道 （書道同好会）
２階： ・絵画 （亥の子谷パレット会）
３階： ・絵画 （亥の子谷彩画クラブ）
・写真 （ホット･フォト･ｸﾗﾌﾞ）
・陶芸 （亥のっ子ポタリーｸﾗﾌﾞ･
Inokoro陶芸倶楽部･備前焼同好会）

13：00～
・大正琴 （琴城流つくし会）
・ダンス （Body Art Dance Studio）
・朗 読 （朗読工房）
・ファイナルコンサート
（紫金山ﾎﾟｯﾌﾟｽｵｰｹｽﾄﾗ）

カルチャー
カルチャー
おもちゃづくり・ぬり絵・
さをり織り・アイアイひろば など

編集：亥の子谷コミュニティ協議会

フードコーナー
フードコーナー
［玄関前テント］
14日､15日 10：30～14:00
・フランクフルト/焼きとり
［２階調理室］
14日 11：00～14：00
・豚汁とおにぎり
15日 11：00～14：00
・いのっこカレー

ホームページ http://www.inokko.jp

楽しくウクレレ入門講座

7 / 24 ・31 8 / 1 4 ・28

先生手書きの
コードダイヤ
グラムで説明。
課題曲は 「大きな古時計」

楽器の習得はどれだけ練習したかにかかっています。練
習しない人は絶対に上達しません---とは先生のお言葉。
そのせいか回を重ねる毎に参加者の演奏力はぐんぐん上
達し、３回目には３パートに分けての合奏までたどり着
きました。最終回は２つのコードで弾けるハワイアン曲
“I Kona”を練習。参加者のフラも入って盛り上がりま
した。定員24名に90名の応募と狭き門でしたが、実り
多い講座になりました。

デ ジ タルカメラ使い方教室
7 / 2 8 8 / 4・1 8・2 5

第11回 朗読・葉月 ～平和を思う～

講師：山田 真二さん

参加者の方々それぞれが持参されたデジカメを
使っての4回講座でした。前半は屋内での講義
後半は屋外での実践編。『説明書を読むことも
なく使っていたので、はじめて知ることも多く
勉強になりました』『目からウロコで奥が深い
なぁ』また『とても聞きやすい講義でよかった
です』などの感想をいただきました。

パパもまぁるい抱っこ

8/16
講師：辻 直美 さ ん

『抱っことは、手で包むと書きます。
赤ちゃんは腕ではなく、マインド
で抱いてください。』こんな言葉で
始まった辻先生の講座、一人一人
手を取ってやさしく指導して回って
下さいます。日頃ママが抱っこしないと泣きや
まない赤ちゃんが今日は不
思議 、パパの胸で満足そう
な笑顔をしています。
たくさんのパパとママと赤
ちゃん達でとても賑やかな
多目的ホールでした。

186回ロビーコンサート

講師：明田 和成さん Ｈｕlａ ‘Ｏ Ｋａｌｅｏｐｏｌｏｌｅｉ

8/1

出演：朗読工房いのこ教室

猛暑日となった８月１日
午後２時からの開催。暑
い中多くの方にお越しい
ただき、ありがとうござ
いました。
手作りの行灯に彩られての約２時
間の舞台でした。文化活動部会の
ビデオ編集同好会の方々やコミュ
ニティセンターのスタッフの皆様
にも、多方面で支えていただき、
感謝申し上げます。

夏休み親子おもちゃ作りエコ工作

8/22
講師：小川 忠夫 さん（手作りおもちゃ工房SAハウス）

大小さまざまな木っ端や
枝や松ぼっくりが材料で
す。自然の素材からは、
創造力と想像力が湧いて
きます。
市販の工作キットから作
る物とは、ひと味もふた
味も違います。
子ども達ひとりひとりが
世界にひとつだけの自信
作を完成させました。

ア ン サンブル ス テ ッ ラ＆リード

8/23

出演：山﨑 芳智子さん ・ 隈本 跋子さん ・ 中村 いく子さん ・ 隈本 義子さん

女性4人の華やかな歌と鍵盤ハーモニカのアンサン
ブル。
「港のヨーコ～ブルーライト・ヨコハマ」など
懐かしい横浜メドレーをコーラスで。鍵盤ハーモ
ニカではＴＶでお馴染み「太陽にほえろ」の主題歌
やマッサンの「麦の唄」など盛りだくさんな選曲。
最後はロビ－を埋め尽くした80名を超える聴衆と「少年時代」そして
「時代」を大合唱。ゆく夏を惜しんで熱いステージになりました。

【これからの講座・イベントのお知らせ】
イベント・講座
188回 ロビ-コンサート

大正琴アンサンブル
Bio!

山田地域めぐり
PartⅡ
伊射奈岐神社の歴史と山田の変遷

今すぐ始める色のまほう
色を学んで心豊かに！
私のための色彩心理学

体に優しい料理講習会
旬の秋冬野菜で
温かい冬をすごしましょう
<3歳から小学3年まで>

絵本と親子クッキング
今回のテーマは『だいこん』
第15回

いのっこ祭

観て！聴いて！感じて！
コミセンワールド
第1 5 回

いのっこ祭

たそがれコンサート
クリスマス寄せ植え
クリスマスを華やかに迎える
一鉢を作ります

食育講座<小学2､3年生限定>

きらきらキッズクラブ
見て・さわって・楽しく学習

開催日時

会場・定員
費用

10/25(日)
10:00～
12:00

１階
ロビー
無 料
伊射奈岐
神社駐車場
前集合
10:00
30人先着順

10/27(火)
10:00～
12:00

3階
会議室
30人
300円
２階
料理実習室

先着20人
700円
２階

10/31(土)
10:30～
13:30

11/14(土)
11/15(日)
10:00～
16:00

11/14(土)
18:30～
20:30

11/19(木)
10:00～
12:00

11/21(土)
12/19(土)
10:00～
13:00

出演・内容
出演：大正琴アンサンブルグループB i o !

10/27(火)
10:00～
12:00

10/29(木)
10:00～
12:30

申込み

料理実習室
音楽室

親子15組
500円

全

館

不

要

主催：くらし・情報部会
10/1(木)～ 見慣れた街もゆっくり歩けば発
電話または
見色々！今回は伊射奈岐神社で、
窓口へ
お話をうかがいます。

往復葉書
10/14(水)
必着

先着180人
無 料
３階
創作室
16人
2500円
２階
料理実習室

16人
1000円

講師：さとう たまさん
ファッション・インテリア…暮らし
の中の「色」を見直して、毎日をもっ
と元気に、楽しくしましょう。

主催：ボランティア部会
10/1(木)～ 講師：溝渕 潤子さん( 野菜ソムリエ )
電話または
体をポカポカ温めるメニューをご紹介。
窓口へ
秋冬の野菜を美味しく楽しみましょう。
主催：子育て・共生部会
往復葉書 絵本からクッキングの題材を選び、
10/15(木)
イメージを膨らませて親子で料理を
必着
楽しみましょう。

不

要

・舞踊、音楽、朗読、マジック等
・ギャラリー・体験コーナー・
バザー・フードコーナーなど
今年は秋に開催！
出演：岡崎 泰正さん
阪井 楊子トリオ

２階
多目的ホール

色々なジャンルの曲を演奏します。
大正琴アンサンブルの音の広がり、
華やかな演奏をお楽しみください。

不

要

Osaka Hot Jazz Quintette

ギターソロ､ジャズボーカル､ジプシー
ジャズ、今年は３グループが競演！

講師：光村 庄司さん
往復葉書
11/5(木)
必着

( フローリスト ローズグローブ )

英国式の独特のデザインと表現方法
を学びます。

講師：吹田地区栄養士会｢さんくらぶ ｣
料理の基本や食文化、マナーなど食
11/11(水)
を媒体として五感を育て、生きる力
必着
を育みます。
往復葉書

1 0 月のギャラリーはありません

バザー用品提供のお願い
11月14日・15日に開催する『いのっこ祭』でバザーを開催します。
お中元・贈答品その他、おうちに眠ってる品物はありませんか？
11月12日(木)まで募集しています。詳しくは協議会事務局まで。

かわうち

文芸講座・近代文学

みちお

川内 通生さん

今できることを精いっぱいやる！

ことばにはチョー敏感

高校で教えていた頃は、ものすごく授業の準備
をしました。退職してからは、地域の皆さんに
何か貢献できる事を…と、健康体ではないので
すが、こちらの文芸講座をお引き受けしていま
す。受講された方が何か得るものが
あれば嬉しいです。

19歳から「気持ちを切り取って残し
ておきたい」とずっと続けているの
が短歌です。31文字に気持ちを込
めるので、ことばをとても大切にし
ているし、敏感に反応します。
最近の若い女性のことばには“ 光っている感性”
がたくさんあって、感動します。

インタビューを終えて
常に言葉を選びながらお話しして下さった川内先生。
聴く人を惹きつけるお話でした。最後に先生にお願
いして、一首作っていただきました。

こ

いく曲がり わが来し方を 追い想ふ
取材楽しき ひと時の部屋

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

わ が 街 の 自 慢

各地区の夏祭り報告

【山一地区】

【千里丘地区】

【山三地区】

【山五・南山田地区】

舞台の上で地方（じかた）囃子の
もと『権六踊り』が踊られました。

子どもが主役の夏祭り！
各グループの踊りに大絶賛。

子ども達の勇壮な踊りで
開幕です！ フラダンスもあり。

吹田市消防音楽隊の演奏で
華やかなお祭りに！

【東山田地区】

【西山田地区】

【北山田地区】

【五月が丘地区】

始ま る 寸前ま で大雨と 風。
なんとか開催できました。

２日連続たくさんの人で
大賑わいでした。

お祭りの定番！スーパーボー
ルいっぱいすくえたかなぁ～

猛暑の中、多くの方々が来場。
先生バンドも大盛り上がり！

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

亥の子谷地域保健福祉センター（地域包括支援センター）
ＴＥＬ.06-4864-8551 ＦＡＸ.06-4864-8550

吹田市では、年齢を重ねても自分らしく、楽しみや生きがい を持って生活して
いただくために「介護予防の方法」をお伝えする介護予防事業を行って います。
「 市 報 すいた」などで介護予防に関する講演会のお知らせをいたしますので 、
ぜひご参加ください。介護保険の認定を受けておられない75歳以上の方に、
「 介 護 予防事業アンケート」 を誕生月ごとに順次発送しています。
自 ら の 健 康 状 態 を 知 り 、 介 護 予 防 が 必 要 か ど う か 気 づ く き っ か け に な り ま す の で 、 ア ン ケ ー ト に お 答 えく ださい 。
いつまでも自分らしくいきいきと暮らしましょう。
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