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亥の子谷コミュニティセンターニュース 

５月１５日、亥の子谷コミュニティ協議会の定時会員総会が、コミュニティセンターの

多目的ホールで開催されました。総会では、平成２７年度の活動報告と決算報告ならび

に平成２８年度の活動計画と予算が、満場一致で承認されました。 

  

平成２８年度 亥の子谷コミュニティ協議会役員 総 会 風 景 

 《ごあいさつ》 協議会会長 大川 幸子 

平成２８年度の会員総会において、報告や提案を満場一致でご承認いただきありがとうございます。 

これも一重に皆様のご理解のお陰と感謝申し上げます。 

私は、藤原前会長の後を受け会長に就任させて頂きました西山田地区代表の大川です。 

三役も総入れ替えとなりましたが、諸先輩の皆様が今迄積み重ねてこられた成果を 

着実に引き継ぎ、よりよいコミュニティセンターになるよう努めてまいります。 

高齢化が一層進み、高齢者と若者との交流が進まない現実を見据え、皆様方の知恵を 

お借りし、一歩でも前進できるようなセンターにしていきたいと思っています。 

会員の皆様には見守って頂き、役員の皆様には意見が飛び交う議論を、スタッフの皆 

様には協力を頂きながら２年間の運営をさせて頂きます。 

会員の皆様、役員・スタッフの皆様、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

                         



高橋 洋子 東山田地区代表役員 

高塚 卓巳 南山田地区代表役員 

南雲 稔子 山二地区代表役員 

藤原 俊介 山三地区代表役員 

井本 則夫 山五地区代表役員 

稲崎  登 五月が丘地区代表役員 

会   長 大川 幸子 西山田地区代表役員 

副 会 長 川崎 久人 北山田地区代表役員 ・ 木陰 義則  山一地区代表役員 

 倉沢 清子 一般市民役員 

会   計 野間 哲也 一般市民役員 

             

第194回 ロビーコンサート ウクレレ・ハワイアン   

御田 いさを 喫茶委員会代表役員 

菅野 壽香 くらし・情報部会代表役員 

西森 規八 ボランティア部会代表役員 

藤井 慎二 高齢者・障がい者支援部会代表役員 

飯田 健一 文化活動部会代表役員 

本林 博子 健康づくり・スポーツ部会代表役員 

飯石 成美 子育て・共生部会代表役員 

会計監査 河野 紀子・小林 桂子 

常任委員 

平成２8年度 吹田市亥の子谷コミュニティ協議会役員 

文芸講座  明治の名作文学を読む  ～森 鴎外の青春小説「舞姫」と石川啄木の短歌作品～  

4/6･13･20･27  5/11･18  講師：川内 通生さん 

 きらきらキッズクラブ   4/16･5/21    

        講師：吹田地区栄養士会「さんくらぶ」 

 老いを楽しむ呼吸法   5/9       

                講師：西原 由美子さん 

5/22 出演者：明田 和成さんと南国舞踏会 

ロビコン初登場のハワイアン・フラのユニット、その名も「南国 

舞踏会」。明田 和成さんと加菜さんの父娘お二人のウクレレと 

ヴォーカルにのせて、入れ替わり色とりどりの衣装でダンサー達 

が登場し、華やかなフラダンスで観客を魅了しました。各地で真 

夏日を記録したこの日、コミセンもすっかり南国気分に包まれて 

いました。 
総勢25名、明田さんを囲むダンサーの皆さん 

5月の季節のお話はそら豆です。実際に枝付き 

そら豆を見ながら名前の由来を教えていただき、 

納得の子どもたち。人気のへんしんコーナーで 

は、じゃがいもがおいしいミルクもちに変身し 

て大喜びです。季節の筍ごはんや、子どもたち 

には目新しい和風ロールキャベツと一緒にいた 

だきました。 

 Menu 
・たけのこごはん  
・ロールキャベツ  
＜ふしぎｺｰﾅｰ＞  
・じゃがいもの  
 ヘンシン  

「色んな呼吸法をマスターして健康な 

体づくりに努め、寝たきり予防を図 

りましょう！」西原先生のそんな掛け 

声でスタートした講座です。受講の皆 

さん方は健康を意識して気持ちよく呼吸し、ま

た楽しく体を動かしていました。    

 ・呼吸が大切だと知った 

 ・気持ちがよかった 

 ・また参加したい 

          など、たくさんの声が寄せ     

          られ大好評でした。 

「改めて鴎外、啄木の良さを知ることが出来、有意義な講義でした」 

「資料の豊富さに驚きました」 

「鴎外も啄木も以前より興味がありましたので、大変 

 楽しみに受講しました。講師の丁寧なお話で今まで 

   不明だった点が解明され、とても勉強になりました」 

「静かな雰囲気に包まれて、別世界を体験出来て感激 

   でした」等々、受講の皆さんから感想をいただき、 

 全6回大好評のうちに終了しました。 

真壁 映子 一般市民役員 

大嶋 美奈子 一般市民役員 

築野 哲德 一般市民役員 

山下 和子 一般市民役員 

田中 君雄 一般市民役員 

小西 輝江 一般市民役員 

弘瀬 敏男 一般市民役員 



 

 

【これからの講座・イベントのお知らせ】 

申込み イベント・講座 
会場・定員 

費用 
開催日時 出演・内容 

7/24(日) 
12:00～ 
 13:00 

１階 
ロビー 
無 料 

第15回 

いのっこ ピースフェスタ 
7/30(土) 
13:00～ 
 15:00 

  懐かしの  
  カン ト リーソング  

出演：千里ホンキートンクキャッツ 

不 要 

ハワイアン・フラ・フェスタ 
２階 

多目的ホール 

先着180人 
500円 

不 要 

朗読・葉月  8/6(土) 
14:00～ 
 16:00 

8/7(日) 
14:00～ 
 16:00 

２階 
多目的ホール 

先着 
100人程度 

主催： 子育て･共生部会／くらし･情報部会 

 高齢者･障がい者支援部会 

演奏：ブルーサウンズ／プルメリア 

フラ：吹田市内のフラグループ 

地球上から争いがなくなることを願って
平和の大切さを考える時間をごいっしょ
に持ちましょう。 

7/24(日)                                 
13:30～ 
 15:30              

２階 
多目的ホール 

先着30組 
１個100円 

２階 
多目的ホール 

先着20組 
無 料 

<0歳から小学３年と保護者> 

いのっこ 

アイアイひろば 

8/1(月) 
10:00～ 
  11:30 

主催：子育て・共生部会 

不 要 

楽しくウクレレ！ 
入 門 講 座 

7/29 8/12 
8/26 9/9 
 (各金) 
14:00～ 
 15:30 

２階 音楽室 
３階 会議室 

24人 
400円 

往復はがき 
7/15(金) 
必着 

講師：フラ オ カレオポロレイ 明田 和成さん  

   （日本フラダンス協会大阪） 

老いを楽しむ呼吸法  
２階 

多目的ホール 

40人 
無 料 

8/8(月) 
10:00～ 
  12:00 

往復はがき 

7/25(月) 

必着 

講師：西原 由美子さん 

イ ン ド 料 理  
往復はがき 

8/8(金) 

必着 

8/22(月) 
10:30～ 
  13:30 

２階 
料理実習室 

16人 
1000円 

講師：レグミさん 

 （インド料理  ディルクス） 

もうすぐ夏休み！世界にひとつの作品に
トライしよう！親子・兄弟・友達同士で
参加できるエコ工作です。 

基礎から１～2曲マスターを目指します 

絵本、紙芝居、人形劇など。 
ひろーい多目的ホールで、のびのびと 

遊べますよ。 

    夏休み親子 
おもちゃ作りエコ工作     

   木端細工でカブトムシや 

    おもちゃを作ろう！ 

 ギャラリー いのっこ 

7/1(金)～ 
電話または 
窓口へ 

7/1(金)～ 
電話または 
窓口へ 

老いを楽しむ生き方に挑戦！いろいろな
呼吸法をマスターして、元気な体つくり
に努めましょう。 

朗読工房いのこ教室の受講生と講師が、 
自分で選んだお話をひとり一話ずつ語る
小さな朗読会です。 

初心者大歓迎！基礎から１～２曲のマス

ターをめざします。 

ウクレレ持参のこと（貸出しもあります） 

■デイハウス りぼん作品展■ 

絵手紙・書道作品   

３F 

7/14（木）～ 7/26（火） 

デイハウス  りぼん  

196回 ロビーコンサート 

夏本番のロビコン、ギターやハーモニカで
奏でるカントリーミュージックで、草原の 
風を感じてみませんか。 

コミセンで夏を満喫！フラチームの競演 
の他、フルーツ抽選会もあります。 

講師： 小川 忠夫さん 
 （手作りおもちゃ工房SAハウス） 

出演： 朗読工房 いのこ 

今年もコミセンが1日だけの献血センターになり 
ました。40名近い方にご協力いただきました。 

スタッフも献血に協力 

チキンカリー、シナジュリ(炒め物)と、 
サラダも作ります。いつもとちょっと違
うカレーを楽しみませんか。 

5/29（日）コミセンに献血車が来ました！ 

２階 
多目的ホール 

先着 
100人程度 

不 要 

～平和を思う～ 

♪ 観 客 募 集 ♪  

～気功体操で寝たきり予防～ 

本場の味をプロに学びましょう 

朗読劇「さとうきび畑の唄」 
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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 

地域連携推進業務担当  

８月は地域の夏祭りへGO！ 

各
地
区
趣
向
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ぜ
ひ
遊
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に
来
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！ 
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山二地区夏祭り 8月20日(土)17時～ 

場  所：山田第二小学校グラウンド 
模擬店：例年通り  盆踊り：大盆踊り大会 
催し物 ：小学生のダンスパフォーマンスなど 

場 所：山田中学校グラウンド 
盆踊り：例年通り  模擬店：例年通り 
催し物：消防音楽隊・吹奏楽の演奏 

山田の夏まつり 8月20日(土)17時～ 

場  所：山田第一小学校グラウンド 
模擬店：例年通り 催し物：例年通り 
盆踊り ：毎年恒例 権六踊り大会 

山一地区夏祭り盆踊り大会 8月6日(土)17時～ 

山三夏まつり  8月20日(土)17時～ 
場  所：山田第三小学校グラウンド 
模擬店：例年通り  
催し物：太鼓・ゲーム多数 
盆踊り ：浴衣でチャンス！・子どもたちのみの踊り 

 北山田地区夏祭り  8月7日(日)16時半～ 

場  所：北山田地区集会所・星山広場 
模擬店：例年通り  催し物：例年通り 

雨天 

決行 

場  所：西山田小学校グラウンド 
模擬店：例年通り 催し物：例年通り 
盆踊り ：20日の20時から生演奏！ 

 西山田地区盆踊り大会 8月20・21日(土・日) 

  川上  勝己さん   

かわかみ       かつみ 

コミセンのセンター長改め、「地域連携推進業務担当」に 
4月より着任された、川上 勝己さんにお話しを伺いました。 

吹田生まれの吹田育ち、山田第一小学校が母校です。 

大学卒業後は吹田市の職員となり、市役所の水道部 

衛生部、また議会事務所などにも身を置き、文字通 

り吹田ひとすじ、そして吹田に骨を埋める覚悟です！ 

思った以上に活動が活発で、ロビーコンサートに、 

非常に多くの地元の住民の方々が集まり音楽を楽し 

む光景に感動しました。 

 

地域で暮らす全ての人に気楽に、そして気持

ちよくご利用いただくこと。 

また、これからの超高齢社会に対応すべく、

高齢者の方にとって生きがいとなるような、

交流の場を提供できれば幸いです。 

生粋の 
吹田っこです！ 

趣味は山歩きです。 

障がいをお持ちの方のサービスについては、市役所の障がい福祉室で対応させていただいて 

おりますが、その業務の一部を地域保健福祉センターでも行っております。 

～地域保健福祉センターで出来る手続きについて～ 

日常生活支援用具（ストマ、紙おむつ等）や 

補装具（義肢、装具、補聴器等）の申請など            

＊センターにて取り扱っていない業務もあります。詳細については窓口または電話等で、 

  お気軽にお問い合わせください。 

｢いのっこ」は山一・千里丘・山三・山五・東山田・西山田・南山田・北山田・五月が丘の９地域のコミュニティ情報紙です。 

いのっこ 第188号 2016年7月1日（センターは阪急バス亥子谷停留所下車すぐ、亥の子谷公園北隣りです。）  

発行：吹田市立亥の子谷コミュニティセンター（〠565-0824 山田西1-26-20 ☎6878-3155 FAX・4864-8550） 

コミセンの役割、あるべき姿とは  

プロフィール 

コミセンの印象 

 夏まつりin五月が丘 8月6日(土)16時～ 

場  所：東佐井寺小学校グラウンド 
模擬店：例年通り  催し物：例年通り 
盆踊り ：五月が丘ｿｰﾗﾝ・ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗあり 

雨天 

順延 

東山田地区納涼大会 8月6日(土)16時半～ 
 雨天の場合 8月7日(日) 

場  所：東山田小学校グラウンド 
模擬店：例年通り  盆踊り：例年通り 
催し物：例年通り 

雨天 

順延 
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