
折りパンフレット：A4仕上がり 二つ折り＿横 

(紙のサイズ420×297mm 仕上がりサイズ297×210mm) 

●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 
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                  トリオ結成のきっかけは、元々ジャズ畑       

                     のバス奏者むねたけさんが、アルゼン  

                     チンタンゴの巨匠アストル・ピアソラ 

        の楽曲を演奏したいという思いがあり 

       音楽仲間で繋がりのあった外薗さん、 

                  綾部さんとトリオを組んで、アルゼンチ  

 ンタンゴの世界に挑戦することになりました。                         

 名   称 ：街かどサロン・おれんじ 

 住   所 ：吹田市新芦屋上32-1 

                東山田地区公民館隣 

     ｢高齢者いこいの間｣ 

 開催日時：月1回（第1木曜）13:30～16:30 

     時間内出入り自由、申し込み不要 

     ※初参加の方はお問い合わせ下さい 

 内  容：脳トレ、軽体操、歌、歌体操、その他、 

     季節の行事に関するイベントなど。 

     お茶タイムもあります♪ 

 運  営：認知症サポーター 

 参加費用：無 料 

 問い合せ：｢おれんじの和｣代表 

      高橋 洋子 06-6876-5890 

｢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218号 2019年1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） 

●休館日のお知らせ 1/1（火）～1/3（木）、1/8（火）● 

むねたけ まさひろさん たそがれコンサート 

トリオ結成の経緯 ガラピニャーダとは？ 

昨年の第18回いのっこ祭のたそがれコンサートに初出演した、タンゴアンサンブルのユニット｢ガラピニャーダ｣の 
リーダーでコントラバス担当の、むねたけ まさひろさんにお話しを伺いました。 
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まちかどサロン 東山田地区 

2014年11月に発足した｢おれんじの和｣を母体と 

して、スタッフとボランティアの方々により、 

2016年七夕の日（7月7日）にオープンして2年 

半になります。介護する人、される人と関係のあ 

る方々の情報交換・交流の場に毎回12～3人が集 

い、楽しい居場所になっています。そして、時に 

は専門職（包括・ＣＳＷ）の方が来られて、介護 

などに役立つ情報を提供して下さいます。 

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 

～放課後等デイサービス・日中一時支援』って、ご存知ですか？～ 
 

今年も七夕飾りを作りました 楽器演奏のボランティアの方も 

放課後等デイサービス・日中一時支援とは、放課後や休日、夏休みなどの長期休暇期間 
などに、障がいのある児童・生徒を一時的に預かるサービスです。グループで音楽あそ 
びやおやつ作り、公園への散歩やプールへの外出など屋外活動を行ったり、日常生活の 
基本的な動作の訓練や集団生活への適応訓練などを行います。放課後や休日の過ごし方 
をお考えの方は、ご相談ください。 
 

✤サービスのご利用には一定の要件があり、事前の手続きが必要です。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。 

2014年にヴァイオリンの外薗美穂さん、ピアノ
の綾部美和子さん、そしてむねたけさんの3人で
結成されたタンゴのトリオです。アルゼンチンタ
ンゴから、ブラジル音楽やフォルクローレ、ジャ
ズなども取り入れて自由な発想で独自のサウンド
を創造し脚光を浴びています。ユニット名の“ガ 
                                    ラピニャーダ”とはス 
                                    ペイン語圏の国で親し 
                                    まれているアーモンド 
                                    の砂糖菓子の名前で、 
                                    シンプルで飽きのこな 
                                    い味わいと自分達の目 
                                    指す音楽をオーバーラ 
                                    ップさせています。 

1stアルバムのリリース 

2017年暮れに念願の1stアルバム｢アーモンドの 

花｣をリリースして、おかげさまで大好評をいただ 

いています。これからもさらに息の合ったアンサン 

ブルで、完成度の高い演奏を目指します。 
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たそがれコンサートの模様 

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 

亥の子谷コミュニティセンターニュース 

亥の子谷コミュニティ協議会 

 会 長  大 川 幸 子 

新年あけましておめでとうございます。 

地域の皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

昨年も、多くの皆様との出会いの場とさせていただいたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。 

諸先輩の方々が築いて来られた伝統を守りつつ、本年も地域の皆様や、会員の皆様に喜んで参加 

していただける、心の通ったイベント・講座の開催を目指し努力をしてまいります。 

昨年は大阪北部地震や台風２１号で大きな被害があり、一部地域では３日間も、電気、水などの 

ライフラインがストップして市民生活に多大な影響をもたらしました。コミセンは幸いライフラインの被害は

免れたので、お困りの方に、水や電気の供給をさせて頂き、ペットボトルに水を入れて持ち帰ったり、 

携帯電話の充電等をされる方が多数来館されました。 

今後、お互い助け合いの出来るコミセンを目指し、避難所として、災害物資を置くことになりました。 

｢笑いあり｣｢涙あり｣｢喜びあり｣、そして「助け合いあり」等、色々な｢あり｣をもとめて、コミセンに足を運ん

でいただいた方々に｢ホッ｣として心やすらげる場所となれるよう、役員・スタッフ一同努めてまいります。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

2019年 元旦 

2018/11/10 撮影 

https://www.google.co.jp/url?url=https://illustkun.com/wild-boar/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwijq-el5bLeAhWCfbwKHZmHCgU4ZBDBbgg2MA8&usg=AOvVaw3_nWuX3hVO1pYhu7TLLQc8
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文芸講座「源氏物語」9/21・28 10/5・19・26 11/2 

  講師：松下 豊子さん 

大正琴入門講座   10/15・22・29 

 講師：吉田 由里さん 

体に優しい料理講座   10/25 

                 主催：ボランティア部会  講師：溝渕 潤子さん 

カーリンコン   10/29 

                 主催：健康づくり・スポーツ部会 

紫式部によって綴られた、平安貴族 

の雅な世界を学びました。今回は二 

人の男性に愛され苦悩する｢浮舟｣ 

のお話でした。受講された方々から 

は、｢分かりやすく、古典に一層興味 

が湧いた｣｢他の古典文学も勉強したい｣｢次回も是 

                                    非受講したい｣と感想 

                                    をいただきました。 

イベント・講座 開催日時 
会場・定員 

費用 申込み 出演・内容 

第223回  ロビーコンサート  

藤 圭子伝説 
～今、よみがえる魂の歌～ 

1/27(日) 
12:00～ 
 13:00 

１階 
ロビー 
無料 

不  要 

出演：北本 亜紀 さん(Vo) 乾 幾二さん(Dr) 

    神通 久雄さん(Ts) 阿部 泰也さん(Tp) 
 中村 明利さん(P) 市原 宏一さん(Eb) 

藤圭子の演歌の世界をお楽しみ下さい 

人生を楽しむ呼吸法 

～気功体操で寝たきり予防～ 

2/4(月) 
10:00～ 
 12:00 

２階 
多目的ホール 

50人 
100円 

往復はがき 
1/21(月) 
必着 

講師：西原 由美子さん 

いろいろな呼吸法をマスターして、元

気な体づくりに努めましょう。 

さあ、ご一緒に動くのは今です！ 

いのっこ子育てひろば 
～プロに教わる 

おやこdeパティシエ！～ 

2/9(土) 
13:30～ 
 15:30 

２階 音楽室 

料理実習室 
親子15組 
500円 

往復はがき 
1/14(月) 
必着 

主催：子育て・共生部会 
講師：筒井 秀樹さん 

パティシエにマーブルクッキーとチョ
コムースを習います。 

学習会 

「ドイツの福祉について」 

2/10(日) 
10:30～ 
 12:00 

３階 
会議室 
30人 
無料 

1/5(土)～ 
電話または 
窓口へ 

主催：高齢者・障がい者支援部会 
講師：伊藤 成康さん 

今秋、実際にドイツの障がい･福祉の 

現状を視察した講師のお話を伺います。 

〈3回連続講座〉  

冬のアロマテラピー 
レッスン 

2/19,26, 
3/5(各火) 
10:00～ 
 12:00 

２階 
料理実習室 

18人 
1500円(3回分) 

往復はがき 
2/5(火) 
必着 

講師：酒井 なおみさん 

植物の力を暮らしに生かしましょう。 
すぐに使える実習つきです。 

【これからの講座・イベントのお知らせ】 

表のサイズ 
【横】イベント講座名 5.8 
   開催日時    2.2 
   会場定員費用  2.2 
   申込      2.2 
   出演内容    6.6 
【縦】2.4 

表 

表 50％透過 

ギャラリー 

臨時 

ギャラリー 

いのっこ 

書道サークルいのこ村展 
 1/18（金）～1/31（木) 

3階 

たそがれ 
コンサート 

5人編成8チームで40人ピッタリの構成で行いま 

した。参加者の9割以上がカーリンコンは初めて。 

軽ストレッチやルール説明の後、即試合と戸惑い 

はありましたが、投げるたびに上手になり、あち 

らこちらで大歓声。3ゲーム行い｢もう少しやりた 

い｣｢またやって欲しい｣｢楽しかった｣との感想が多 

々ありました。ご協力頂きました大川会長はじめ、 

 カーリンコ 

 ン協会の皆 

 さんありが 

 とうござい 

 ました。 

 晴天に恵まれ、秋の訪れを心地よく 

 感じながら、体に優しいお料理を 

 溝渕先生に教えて頂きました。皆 

 様和気あいあいと作り、お腹いっぱ 

 い食べて、寒い季節も乗り切れる様な 

気になり頑張れると思いました。 

保育有り 
保育料別途 

2.5× 
2.08 

おんぷひろば 
ゴスペル18 

だっこでｺﾞｽﾍﾟﾙ 琴城流大正琴つくし会 

大翔岳風会 ＩＺＡ!!五月 マジックフレンズ 大鉄支部すみれ教室・ 
祥瑞流詩舞会 

フラ・ブリーズ Ｍ.Ｏｒｉｅｎｔａｌ Ｄａｎｃｅ 

吟詠歌謡 菜の花会 銭太鼓同好会 メイウクレレアンサンブル いのこの里 

コーラスビータ アロアロアロハ ミモザ音楽サークル 
ｏｎ♪ｃｏｒｏ 

メンネルコール・ 
シルバースター 

Ｂｏｄｙ Ａｒｔ 
Ｄａｎｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ 

朗読工房 

山村流日本舞踊若松会 

喫茶コーナー 防災展示 部会パネル展示 アクセサリー作り おもちゃ作り アイアイひろば バザー 手作り販売 

豚汁とおにぎり いのっこカレー ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ・焼き鳥 さをり織り 書道同好会 亥の子谷彩画クラブ 亥の子谷パレット会 亥のっ子ポタリークラブ 備前焼同好会 Inokoro陶芸倶楽部 

バルーンアート ぬり絵 
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 浮舟より 
  ・宇治の柴舟 
  ・橘の小島 
  ・母と娘 
  ・入水の決意     

10日司会：山崎 芳智子さん 11日司会：吉田 由里さん 

もっと豪華に！ゴージャスに！ 

     大正琴とは大正元年に誕生した弦楽器 

 で、数字譜という音符を使わない専 

 用の楽譜を使用します。｢楽しかっ 

 た｣｢楽譜から音と指を読むのが難し 

       かった｣｢続けたい｣と感想をいただき、 

難しいながらも、皆さん綺麗な音色を 楽しまれて 

             いました。 

13.80 

第18回 

【Menu】 
・ﾛｰﾙ白菜 
 ～秋冬野菜ｿｰｽ～ 
・ゆずの香りたっぷり 
 白菜ﾏﾘﾈ 
・彩り野菜のｼﾞｭﾚ 
・焼き梅とひじきの 
 ごはん 


