
 秋だ！実りだ！ 

いのっこ祭！ 

第18回 

平成30年 

11月10日(土) 11日(日) 

   10:00～16:00 
入場無料 

GARRAPINADA 

ガ ラ ピ ニ ャ ー ダ 

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

先着180人 
申込み不要 

入場無料 

Gee-baby 

会場：吹田市立亥の子谷コミュニティセンター 
主催：吹田市亥の子谷コミュニティ協議会 
 (06)6878-3155 

10日（土）19時～21時 (18時半開場） 

２つのＧ ～タンゴとジャズ～ 

第1部 GARRAPINADA 第2部 Gee-Baby 

土曜の夜はお楽しみ♪ 

先着180人 

おんぷひろば ・・・・・・・・・・・・・ 日野  睦 

ゴスペル１８＆だっこでゴスペル ・・・・ J u n k o  

山村流日本舞踊若松会 ・・・・・・・・・ 山村 加津文 

琴城流大正琴つくし会 ・・・・・・・・・ 吉田 由里 

大翔岳風会 ・・・・・・・・・・・・・・ 弘瀬 敏男 

ＩZA！！五月 ・・・・・・・・・・・・・ 金子 真佐美 

マジックフレンズ ・・・・・・・・・・・ 野原 輝代 

大鉄支部すみれ教室・祥瑞流詩舞会 ・・ 千原 惠子 

フラ・ブリーズ ・・・・・・・・・・・ 詫摩 昭士 

M.Oriental Dance ・・・・・・・・・・ 和泉 繭子 

GARRAPINADA ・・・・・・・・・・・ むねたけまさひろ 

Gee Baby ・・・・・・・・・・・・・・ 阪井 楊子 

吟詠歌謡 菜の花会 ・・・・・・・・・・ 津村 朝子 

銭太鼓同好会 ・・・・・・・・・・・・・ 真壁 映子 

メイ・ウクレレ・アンサンブル ・・・・ 増田 千種 

いのこの里 ・・・・・・・・・・・・・・ 上田 純子 

コーラス・ビータ ・・・・・・・・・・・ 山崎 芳智子 

アロアロアロハ ・・・・・・・・・・・・ 七野 令子 

朗読工房 ・・・・・・・・・・・・・・・ 村西 菊代 

ミモザ音楽サークル on♪coro ・・・・・ 綱  香子 

メンネルコール・シルバースター ・・・・ 玉井 祥介 

Body Art Dance Studio ・・・・・・・ 鈴熊 玲子 

 

 

 

亥のっ子ポタリークラブ ・・・・・・・・ 原川  宏 

Inokoro陶芸倶楽部 ・・・・・・・・・・ 前田 晶子 

備前焼同好会 ・・・・・・・・・・・・・ 小林 みゆき 

亥の子谷パレット会 ・・・・・・・・・・ 高島 正純 

亥の子谷彩画クラブ ・・・・・・・・・・ 飯田 健一 

書道同好会 ・・・・・・・・・・・・・・ 近藤 智恵子 

 

 

 

焼き鳥とフランクフルト ・・・・・・・・ 健康づくり・スポーツ部会 

豚汁とおにぎり、防災パネル展示 ・・・・ くらし・情報部会 

豚汁 ・・・・・・・・・・・・・・ 男の料理同好会 

いのっこカレー ・・・・・・・・・・・・ ボランティア部会 

いのっこアイアイひろば ・・・・・・・ 子育て・共生部会 

おもちゃ作り・バルーンアート ・・・・ 心ふれあいSA吹田おもちゃ部会 

さをり織と福祉バザー ・・・・・・・・ 高齢者・障がい者支援部会 

喫茶コーナー ・・・・・・・・・・・・ 喫茶委員会 

アクセサリーワーク他 ・・・・・・・・ チームこもれび 

大人もこどもも楽しいぬり絵 ・・・・・ 亥の子谷彩画クラブ 

イベント・グループ 

展示の部・代表者 

出演の部・代表者 



 
 

11

月
10

日(

土) 

10:30～10:55 
 こどもたちのステキな音楽会 おんぷひろば 

音楽大好き！な子どもたちの楽しい歌と演奏をお聴きください。 

10:55～11:40 
 ４世代ゴスペル ゴスペル18&だっこでゴスペル 

初めてのジョイントです。ハーモニーの素晴らしさや一体感をお届けします。 

11:40～12:00 
 雅に舞う 山村流日本舞踊若松会 

上方ならではのしっとりとした舞をお楽しみください。 

休憩 

12:40～13:00  実行委員長挨拶／来賓紹介 

13:00～13:45 
 大正琴でうたおう 琴城流大正琴つくし会 

幅広いジャンルからの選曲、そして大正琴の音の拡がりをお楽しみください。 

13:45～14:25 
 企画吟「日本の名城を訪ねて」 大翔岳風会 

城や城跡、史跡の映像とともに吟や唱歌をお送りします。 

14:25～14:35 
 五月が丘ソーラン IZA!!五月 

子ども達中心で南中ソーランと五月が丘ソーランを踊ります。 

14:35～14:55 
 ミラクルマジック マジックフレンズ 
華麗で不思議なショーをご覧に入れましょう。 

14:55～15:35 
 吟と舞“錦秋のしらべ”  大鉄支部すみれ教室・祥瑞流詩舞会 

歴史上の人物や四季の景観を、伝統文化の詩吟と舞で演じます。 

15:35～16:05 
 ハワイアン演奏とフラ フラ・ブリーズ 

和音コーラスで皆様をハワイへお連れします。 

16:05～16:40 
 ベリーダンスと創作舞 M.Oriental Dance 

煌びやかなアラビアの世界をご堪能ください。 

休憩 

19:00～19:50 
 たそがれコンサート 第1部 タンゴアンサンブル ガラピニャーダ 

気ままに、自由に、 心の赴くままにタンゴを楽しみましょう。 

休憩 

20:00～20:50 
 たそがれコンサート 第2部 ハッピージャズヴォーカルデュオ Gee Baby 

息の合ったハーモニー、迫力ある演奏でステージを盛り上げます。  
 

11

月
11

日(

日) 

10:30～11:00 
 武士（もののふ）の心を詠う 吟詠歌謡 菜の花会 

朗々と詠いあげられる名詩を味わい、日本の伝統文化をお楽しみください。 

11:00～11:25 
 リズムに乗って軽やかに… 銭太鼓同好会 

軽快なリズムが楽しい、出雲地方の民族伝統楽器によるステージです。 

11:25～11:55 
 ウクレレ・アンサンブル 演奏と歌 メイウクレレアンサンブル 

ウクレレのアンサンブルで奏でる幅広いレパートリーをお楽しみください。 

休憩 

13:00～13:25 
 いのこ合唱団 いのこの里 

老人ホームの仲間でお馴染みのナンバーを元気いっぱいに歌います。 

13:25～13:50 
 昭和の歌を唄う コーラスビータ 

“ビータ”の言葉の意味の通り、生き生きと輝くように、笑顔で歌うことを目指しています。 

13:50～14:20 
 フラダンス アロアロアロハ 

ハワイアンソングを基本としたフラダンスショーです。衣装にも注目して下さい。 

14:20～15:00 
 みんなで読めばこわくない！“とどけ、絵本の世界” 朗読工房 

今年は絵本の世界をお届けします。 

15:00～15:30 
 音とリズムでつながろう♪心をひとつに！ 
 笑顔のステージ！ 

ミモザ音楽サークルon♪coro 

いのっこ祭初登場！皆様にも参加して楽しんでいただけるよう頑張っています。 

15:30～16:05 
 西山田 男声合唱団 メンネルコール・シルバースター 

力強い歌声と甘いハーモニー、男声合唱の魅力を堪能して下さい。 

16:05～16:55 
 Emotional～心に響くとき Body Art Dance Studio 
Jazz、HipHop、FreeStyle、Jazz HipHopのダンスをショーケース形式でお届けします。 

ステージプログラム 2階 多目的ホール 

⑬手作りおもちゃ 
⑱福祉バザー・手作り販売(15：00まで) 

⑧舞台発表(10：30～) 
⑩いのっこアイアイひろば・ 
 人形劇ハンドベル(13：00～15：00) 
⑪さをり織り体験コーナー 

①事務所・食券販売 
②防災情報展示 
③ボディペインティング・アクセサリー作り(10日) 
 ぬり絵(11日)  
⑤部会紹介 
⑥バルーンアート 

フロアマップ 

⑧舞台発表 

⑩ 
音楽室 

⑪ 
リハビリ室 

ＥＶ 

⑫ 
料理 

実習室 

和室 

控室 

※①事務所にて食券販売 

⑦焼き鳥・フランクフルト…１階玄関前 

⑫豚汁・おにぎり(10日のみ) 

 いのっこカレー (11日のみ) 

  …両日ともに２階料理実習室 

Menu 

⑬ 
創作室 

⑱ 
会議室 

ＥＶ 

印刷室 

⑯ ⑰ 
ボラン 
ティア室 

⑭ 

⑮ 

⑨ 

① 
事務所 
食券販売 

⑤ 

② 

③ ＥＶ 

デイ 
サービス 

⑥ 
⑦ 

④ 

展示 
④楽しい書道 （書道同好会） 

⑨水彩画展 （亥の子谷彩画クラブ） 

⑭油絵作品展 （亥の子谷パレット会） 

⑮陶芸 （亥のっ子ポタリークラブ） 

⑯備前焼に魅せられて（備前焼同好会）  

⑰今年もがんばっ展 （Inokoro陶芸倶楽部） 

１階 ２階 

３階 


