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亥の子谷コミュニティセンターニュース

ハンドベル講座

11

綱 香子さん

先日、当センター初登場の「ハンドベル講座」を開催、さらに11月のいのっこ祭出演、12月にはロビーコンサ
ート出演とコミセンに旋風を巻き起こす綱香子さんにお話を伺いました。

No.216

ハンドベルを通じて

ハンドベルの魅力は
勉強も運動も苦手、唯一褒められたピアノ。大学
を卒業しピアノ講師として就職した後
友人から教わって、やり始めたのが
ハンドベルでした。そして、コミ
センスタッフの薦めでハンドベル
で初出演した、昨年7月のロビーコ
ンサートが、ターニングポイントで
自ずと道が開けたと感じました。ハン
ドベルはメンバーで曲を作り上げていくことが楽
しく、楽譜が読めない人でも大丈夫です。何より
チームプレ－第一の楽器なので、初対面の人同士
でも、すぐに仲良くなれるところがいいですね。

社会貢献の道も開けつつあります。ボランティア
ミュージシャンの育成や、近隣の病院でハンドベ
ルなどの楽器を使った、音楽と医療が連携したイ
ベントとのコラボや、老人ホームでの演奏等。ま
た体の不自由な方のリハビリに適したトーンチャ
イムという楽器を取り入
れての演奏動など、試行
錯誤を続けています。ど
んな楽器を使っても、み
んなが心から楽しめるこ
とが一番と思います。

編集：亥の子谷コミュニティ協議会
ホームページhttp://www.inokko.jp

9月に開催されたハンドベル講座

⑨西山田地区

地区自主防災組織
名称：西山田地区防災委員会
設立：平成２8年11月5日
構成：西山田地区防災リーダー、各種諸団体、
自治団体協議会
組織：委員長は自治団体協議会 会長
防災リーダーを中心に4名の副委員長、
16名の幹事を以下の6班に区分し活動する
①事務局
（情報管理・組織統制）
②物資調達班（調達・配分計画）
③配給衛生班（食料供給・衛生管理）
④避難救護班（避難受入・応急手当）
⑤警備班
（生活安全・秩序維持）
⑥消火班
（初期消火・火災予防）

活動：毎年1月に実施される吹田市一斉防災訓練で
は、各住区ごとに自主避難場所を設定し、避
難訓練･情報収集･安否確認をし、小学校に集
まれる住区は集い、アルファ米と豚汁を食べ
文
ています。今年9/22(土)には第一回の独
自の防災訓練を行いました。搬送訓練、小学
校のプールの水を真水にする訓練等を行い、
化
スタッフ含む305名の参加がありました。

笑う門には福来る。今年の笑い納め 『 いのっこ笑う亭 』 の時期到来です！
すっかり定番になって、今回は１３回目を迎えます｡ 師走のひととき、大いに笑いましょう。
予定演目： 「向こう付け」関大亭 学 乱、「妻の旅行」爪田家 ふぶき、「ふぐ鍋」爪田家 粋 花、
「腹話術」つたの 唐 丸、「三味線放談」爪田家 小 雪、「高津の富」千里家 笑太郎

祭

［申し込み：１１月１日(木)から☎にて受付け、先着１８０名］
関大亭

学 乱さん

爪田家

ふぶきさん

千里家

笑太郎さん

爪田家

粋 花さん

つたの

唐 丸さん

9/22 防災訓練の様子（救護、給水車、段ボールベッドの組み立て）

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
44ｘ47.5

～障がいのある方へのサービス編～

『短期入所（ショートステイ）』って、ご存知ですか？
短期入所とは、自宅で介護する人に疾病やその他の理由がある場合に、短期間、夜間も含め、
施設に入所し、入浴、排せつ、食事等の介護を受けることが出来るサービスです。
『冠婚葬祭で家を空けなければいけない。』『介護者が入院しなければいけない。』といった
お悩みをお持ちの方は相談ください。

爪田家

小 雪さん

＊サービスのご利用には一定の要件があります。
お住まいの地区の担当者が話を伺いますので、気軽に窓口または電話等でお問い合わせください。

昨年の
会場風景

44ｘ95

●休館日のお知らせ 11月13日（火）●
いのっこ 第216号 2018年11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）
｢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。

編集：亥の子谷コミュニティ協議会

地
●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より、色つきのガイド線を消してから変換してください

ホームページ http://www.inokko.jp
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フランス語入門講座

8/17・24 ・31 9/7・14

【これからの講座・イベントのお知らせ】

講師：粟野 広雅さん

先生のお話がとても分かり易く、また、フランスの文化や日常の暮らしの様子のビデオや、
シャンソンだけでなくポップスなど幅広いジャンルの曲もかけていただき、盛り沢山な内容
で、とても楽しい授業でした。受講者からも｢フランス語というと遠
い世界と思っていましたが、俄然興味が湧き、永く学
ぼうと思いました｣｢先生の教材選びに感謝です｣｢ビデオ
や歌などで文化に触れることができ、楽しくとても有意義でした｣
という声がたくさん上がっていました。

イベント・講座

8/27

主催：子育て・共生部会

恒例の、ボールプールやマット
や絵合わせなどの自由遊びから
スタートし、お話タイムは今回
は久しぶりの大型絵本｢ぐりとぐ
ら｣に子ども達は興味しんしん。
｢さんびきのこぶた｣では、ぶたのパクパク人形を
持って、一緒にノリノリで遊んでもらいました。
お話タイムの前には、ボー
ルや絵本などを、終わって
からは椅子やマットの片付
けも親子で手伝ってもらい
ました。

骨盤メンテエクササイズ Withベビー

9/13

太極拳入門講座

9/12・19・26

今回のテーマは『白菜』

料理を楽しみましょう。

いのっこ

要

親子遊びや人形劇！絵本の読み聞かせもあ
りますよ。広いホールで親子でゆっくり思
いっきり遊びましょう。

10/16（火）～10/29（月)
1F・2F・3F
✤蓑毛雅夫✤

11/15（木）～11/25（日)
3F
✤彩遊会✤

アート作品展
ハンドベル講座

9/21

講師：綱 香子さん

初めてハンドベルを触られる方がほと
んどでしたが、先生が驚かれるくら
い演奏が上手くいきました。簡単な
｢きらきら星｣と｢ふるさと｣の楽譜を用
意されていたのですが、皆があまりにも
上手く演奏したので、急遽、｢大きな古時計｣の楽
譜も用意してくださいま
した。ハンドベルだけで
なく、トーンチャイムも
使い、素敵な音色の演奏
会になりました。

ジャズコンボ

出演：ヅッチピアノトリオwithアラアラ

不

2018 “彩遊会”作品展

11.4（土）～
11.12(月）

（大阪府助産師会 吹田班 班長）

220回 ロビーコンサート

主催：子育て・共生部会

蓑毛雅夫透明水彩展

講師：増田 百合子さん
夏の暑さが和らぎ秋風が吹く中、産後
ママのボディーケアを9組のママと
ベイビーが元気に取り組みました。
｢自宅にひきこもり、運動不足だった
ので良かったです｣｢エクササイズだけ
でなく、お悩み相談もして
もらいました｣｢一人で出来
そうなエクササイズなので
とても嬉しいです｣と好評
でした。

爪田家 粋花さん・つたの 唐丸さん
11/1(木)～
多目的ホール
爪田家 小雪さん・千里屋 笑太郎さん
先着180人 電話または 笑う門には福来る！今年も笑い納めは、
窓口へ
無料
コミセンで。

２階
12/10(月) 多目的ホール
10:00～
親子20組
11:30
無料

いのっこ
アイアイひろば

出演：関大亭 学乱さん・爪田家 ふぶきさん

２階

12/2(日)
13:30～
16:00

落語 いのっこ笑う亭

ギャラリー

出演・内容

2階 音楽室
往復はがき
料理実習室
11/15(木) 絵本からクッキングの題材を選び、イメー
親子15組
ジを膨らませて、親子で白菜を使った簡単
必着
500円

12/1(土)
10:30～
13:30

絵本と親子クッキング

講師：前田 昌子さん
3回の講座で、幅広い年代の多くの方
に参加いただきました。初回の受付
で｢私にもできるかしら？｣と不安が
られていた年配の方も元気に完講。
先生やアシスタントの方の行届いた気
配りの中、中国4000年の時の流れを感じながら
柔らかく穏やかな動きで心身ともリラックス。皆
さん本当に楽しそうに受講されていました。｢今後
も続けたい！｣｢また機会があれ
ばぜひ受講したい！｣との声が
多く寄せられました。

申込み

主催：子育て・共生部会

〈３歳から3年生対象〉

第１３回
アイアイひろば

会場・定員
費用

開催日時

9/23
安土 直子さん(P)・上田 大喜さん(B)・国枝 直人さん(G) ・荒畑 佐千子さん(V)

猛暑も台風も去り、穏やかな初秋のお天気に恵まれて、開演前から多数の聴衆が
つめかけ１００人に迫る大盛況のロビコンになりました。毎年、クリスマスの時
期に出演することが多いヅッチピアノトリオですが、今
回は、秋ということで｢フライ･ミー･ツー･ザ･ムーン｣
や｢ムーン･リバー｣など、月にちなんだスタンダード
ナンバーからスタート、そして｢イエスタデイ･ワン
スモア｣ ｢トップ･オブ･ザ･ワールド｣など、カーペンターズの曲まで、ジャズ
コンボらしく各パートのソロも交えて聴きごたえ十分。メリハリのある演奏で
集まった沢山の聴衆を魅了しました。

1F
2F
3F

書道展（書道同好会）
水彩画作品展（亥の子谷彩画クラブ）
油絵作品展（亥子谷パレット会）
陶芸展（亥のっ子ポタリークラブ）

3F ボランティア室特設ギャラリー（10日、11日のみ）
～陶芸展～
・備前焼に魅せられて（備前焼同好会）
・陶芸の紺、コン、墾（Inokoro陶芸倶楽部）

11月10日（土）
19：00～２１：00
18：30 開場
2F 多目的ホール
入場無料

先着180人
申込み不要

ガラピニャーダ

GARRAPINADA

ジーベイビー

Gee-baby

～事務局スタッフ募集（2名程度）～
応募資格：年齢20歳～60歳くらいまで（性別、学歴、職歴問わず）コミュニティづくりに熱意のある方！
受付期間：平成30年11月20日（火）応募書類必着
勤務期間：平成30年12月1日から1年間。 但し、5年を越えない範囲で再雇用可
勤務時間：午前8時30分～午後10時までの間で、1日2交代制実働6時間、週3日程度の勤務（土日も勤務あり）
※ 詳細はコミュニティ事務局まで！
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