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おやこリズム  
たいそう  

楽しく歌ったり踊ったりしましょう 

講師：楽 ようこさん 

日時：4/30･5/28 

   6/25･7/30（各火） 

 10:30～11:30 

ベンガラ染め講座 

水とバケツだけで染める染色です 

講師：のだ ともこさん 

日時：6/12（水） 

 13:00～16:00 

簡単・お洒落な 
おもてなし料理 

～プロに伝授してもらおう！～ 

講師：関 英徳さん 

日時：6/13（木） 

 10:00～13:00 

夏のアロマ＆ 
ハーブレッスン 

夏を快適に過ごしましょう 

講師：酒井 なおみさん 

日時：6/26･7/3（各水） 

 10:00～12:00 

亥の子谷コミュニティセンターニュース 



      アーユルヴェーダとは、体内の毒素 

      を追い出し自然治癒力を高める健康 

       法で、インドの伝統医学で昔から、 

                 人々の生活と健康を支えてきました。   

     講座は、基礎的な知識と胡麻オイルの

マッサージ効果の体験もあり、｢マッサージが気持 

ちよかった｣ ｢日常生活に 

早速取り入れたい｣と健 

康に留意されている参加 

者の皆さんの声が､数多く 

寄せられました。 

第19回 うたごえCafe   1/26              出演：Saccoさん(歌･進行) 

                                                 野原 理恵子さん（P) 神窪 正太さん（G) 

人生を楽しむ呼吸法   2/4 

 講師：西原 由美子さん 

ドイツの福祉について   2/10 

               主催：高齢者・障がい者支援部会 

               講師：伊藤 成康さん 

プロに教わるおやこdeパティシエ   2/9 

 主催：子育て・共生部会 

 講師：筒井 秀樹さん （いのこの里 パティシエ） 

 

2２4回  ロビーコンサート   ヴァイオリン＆ピアノ   2/24 

        いのこの里の筒井さんに、クッキー    

  とムースの作り方を教わりました。 

粉をふるう、バターをクリームのよ 

     うに練るなど、一つ一つの工程を親 

      子で経験しました。｢大変だったけど、 

おいしかった｣｢また家で作りたいです｣｢とても本 

格的でおいしかった｣等､お菓子作りを楽しんでも 

                       らいました 。     

ドイツの歴史から現在のドイツの福祉 

に関してまで、幅広い内容の学習会 

でした。戦時中の優生思想から始ま 

った障がい者に対する仕打ちから、 

何を学び、国としてどう活かしている 

のか、ドイツから学ぶべきものが多くあり、視野

が広がったのではない 

かと思います。     

今回も、いつもと同様多目的ホール 

いっぱいの受講者が来られました。 

そして先生のご指導により「身体が 

柔らかくなり、とてもリラックスでき 

た｣･｢気持ちの良い汗をかいた｣そして 

何より｢毎回元気をもらっています｣という嬉しい 

声もたくさんありました。 

真冬のうたごえCafeでしたが、約９０名の方々

にご参加いただき開催されました。冬に因んだ

ペチカ・トロイカ・雪山讃歌等を歌い、美空ひ

ばり特集もあり、英語でテネシーワルツも歌い

ました。Saccoさんのソロ曲にうっとりしたり

と、熱気溢れるうたごえCafeとなりました。 

次回でうたごえCafeは、第20回となります。 

これからも熱い声援をお願いします。 

アーユルヴェーダとヨーガ 1/15・22・29・2/5 

 講師：坂本 淑子さん 

出演：角田 博之さん（Vn) 河瀬 里子さん（Pｆ)  

ロビコンでは、すっかりお馴染みのヴァイオリンとピアノによるクラシック 

コンサート。シューベルトのソナタやバーンスタインのミサ曲など、格調髙 

                       いクラシックの調べがロビーに響きわたり 

                                             満員の聴衆を魅了します。そして今回は、 

                                             特別にポピュラー音楽、カーペンターズと 

                                             いう誰もが知っているアーティストの楽曲「雨の日と月曜日」と「青春 

                                             の輝き」をとりあげて、ちょっとサプライズの嬉しいプレゼントでみん 

                           な大喜びでした。   



   会員になって、地域の人たちとのふれあいの場に参加しませんか？ 

      2019年度 亥の子谷コミュニティ協議会 

       🌸 会 員 募 集 中 🌸 

【会員特典】 

★情報誌「いのっこ」と「会員だより」が 

 毎月月末に、ご自宅に届きます。 

★会員優先の講座・イベントがあります。 

★会員受付は、コミセン窓口まで、直接 

 お越しください。（受付時間 9：００～２０：００） 

 
 年会費は1000円です。更新手続きもお早めに！ 

「いのっこ」「会員だより」で 
いち早く情報ゲット！！ 

2019年度  協議会会員総会のお知らせ 

      亥の子谷コミュニティ協議会会員総会を開催いたします。 

      会員の皆様には、後日案内書・議案書をお送りいたします。 

      是非、ご出席くださいますようお願いいたします。 
 

  日 程 ： 5月12日（日） 午後２時より 

  場 所 ： 亥の子谷コミュニティセンター ２階 多目的ホール 
     

   なお、会員の方で総会を欠席される場合は、必ず委任状を協議会まで郵送または 

   ファクシミリでお送りください。5月8日(水)必着でお願いいたします。 

              ＦＡＸ 06-4864-8550 

【これからの講座・イベントのお知らせ】 

イベント・講座 開催日時 
会場・定員 

費用 申込み 出演・内容 

第226回ロビーコンサート 

J-POP ライブ 

4/28(日) 
12:00～ 
 13:00 

1階 
ロビー 
無料 

不  要 

出演：Leo × Leo 
   （阪井楊子さん＆松本広大さん） 

ヴォーカルとギターでおりなすハッピーな 
J-POPの世界をお楽しみ下さい。 

〈4回連続講座〉  

おやこリズムたいそう 
（対象0才～未就園児と保護者）  

4/30,5/28 
6/25,7/30 
(各火) 
10:30～ 
 11:30 

２階 
多目的ホール 

親子30組 
400円 

往復はがき 
4/16(火) 
必着 

講師：楽 ようこさん 

地域の高齢者も参加し、楽しく歌ったり
踊ったりしましょう。 

〈3回連続講座〉  

基礎からの  
水彩・淡彩画  

～うまくなる15の秘訣～ 

 5/13・27 
6/10 

（各月） 
13:00～ 
 15:00 

3階 
会議室 
24人  
900円 

往復はがき 
4/30(火) 
必着 

講師：井戸 啓司さん 
（よみうり文化センター･サンケイリビング講師） 

水彩絵の具で気軽に始めてみませんか？ 

初心者大歓迎！水彩道具一式をお持ちくだ

さい。※全日出席をお願いします。 



  

｢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221号 2019年4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 4/9（火）● 

≪ 施設の使用料金表 ≫ 

施設の名称 
定員 午前 午後 夜間 

(人） 9時～12時 13時～17時 18時～22時 

会議室 38 1,500円 2,000円 2,000円 

料理実習室 20 1,400円 1,900円 1,900円 

和室(1) 30 600円 800円 800円 

和室(2) 24 500円 700円 700円 

創作室 16 900円 1,200円 1,200円 

音楽室 26 1,100円 1,500円 1,500円 

多目的ホール              
（舞台使用有） 

椅子席
210席 

5,200円 7,000円 7,000円 

多目的ホール              
（舞台使用無） 

机席 
132席 

3,700円 4,900円 4,900円 

お部屋の空室情報はホームページでご確認下さい 

～ 喫茶コーナーより ～ 

坂本 淑子さん アーユルヴェーダとヨーガ 

コミュニティセンターの健康講座として、長年にわたり人気を博している ｢アーユルヴェーダとヨーガ｣の講師、坂
本先生に改めて講座にかける思い、これからの展望などをお聞きしました。 

インドで5千年の歴史を持つ予防医学 
である「アーユルヴェーダ」と心の 
落ち着きやストレスの軽減などメン 
タルな健康を増進させる「ヨーガ」。 
この２つを融合させることが、心身 
ともに様々な悩みを抱える現代人に 
とって有効な健康法になります。 

アーユルヴェーダとヨーガとのマッチング 

長年コミセンで、講座をやらせていただいて、今
まで若い主婦の方から、シニアの方まで本当に老
若男女問わずたくさんの方が受講されています。
そして決して、その場限りの講座に終わらないよ
うに、日々の生活の中に取り入れてもらうことを
念頭に講座の内容を考えています。 

講座を通じて 

受講を考えている方に 

昨今、巷には様々なスタイルのヨーガの教室があ
ふれています。しかし、ヨーガも一歩間違えると
様々な有害事象をもたらしてしまいます。私ども
の行っているヨーガは子育て中の主婦から、介護
予防の必要なシニアの方まで安心して実施出来る
ように、科学的な研究をもとに改良し、医療・福
祉・教育の現場でも広く取り入れられています。       
                                        講座では、単に身体 
                                        を動かすだけでなく  
                                        座学にも多くの時間                
                                        をさいて、正しい呼 
                                        吸法も含め、身体と                   
             心のケアを行ってい  
             ます。 
 
 

今年の1月～2月に行われた講座の模様 

menu 

亥の子谷公園の桜も満開！ 

地図 

90ｘ59 

創刊から20年間白黒版でしたが、昨年8月からカラー
版に大変身した｢いのっこ｣。やっと時代の流れに乗っ
た感じです。イベントや講座への参加者や会場の雰囲
気が、ありのままに表現されて美しい紙面になったと
思います。皆さんいかがですか？今後も｢見やすい・
読みやすい」地域情報誌を目指します。 

 編集後記    


