
５月１２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３０年度の活動報告と決算報告ならびに令和元

年度の活動計画と予算が、満場一致で承認されました。 

  

令和元年度 亥の子谷コミュニティ協議会役員 総 会 風 景 

 《総会 会長あいさつ》 協議会会長 大川 幸子 

日曜日の昼下がり、一番ゆっくりしていたい時間にもかかわらず、多くのご来賓の皆さま、そして、会員の

皆さまに出席していただき、亥の子谷コミュニティ協議会の総会を開催することが出来ました。 

ありがとうございます。 

コミセンも、本年で20年を迎えます。今まで、多くの皆さまに参加していただけるイベント 

を、数多く開催することができ、地域の皆さまの「憩いの時間」になっていれば、嬉しく 

思います。 

平成から令和に変わりましたが、あまり実感もなく今日まで12日が過ぎました。 

今は、高齢化社会になり、見守りが大事な時代になりました。地域の皆さまの元気な姿が 

みられ、また、笑顔が絶えないコミセンを、今までと同じよう築けていければ･･と思ってい 

ます。 

平成30年度は、一年間お世話になりました。また、今年度もよろしくお願いします。 

 

                         

亥の子谷コミュニティセンターニュース 



 

 

 

２２７回  ロビーコンサート 女声コーラス 5/26 出演：大阪青凌ブリランテ  
                                   佐藤 悦子さん（指揮）  濱田 浩美さん（ピアノ） 本山 優美子さん（ソプラノ）  

きらきらキッズクラブ   4/20  5/18 

           講師：吹田地区栄養士会「さんくらぶ」さん 

基礎からの水彩・淡彩画   5/13・ 27  6/10 

                        講師：井戸 啓司さん 

         

5月の献立 
豆ご飯 
ぐつぐつ 

 ハンバーグ 

令和元年度  吹田市亥の子谷コミュニティ協議会役員 

会   長 大川 幸子 西山田地区代表役員 

副 会 長 木陰 義則 山一地区代表役員 井本 則夫 山五地区代表役員 

 倉沢 清子 一般市民役員 

会   計 野間 哲也 一般市民役員 

 斉藤 幸雄 北山田地区代表役員 真壁 映子 一般市民役員 松尾 明美 喫茶委員会代表役員 

 高萩 泰三 南山田地区代表役員 築野 哲徳 一般市民役員 中井 桂子 くらし・情報部会代表役員 

 高橋 洋子 東山田地区代表役員 弘瀬 敏男 一般市民役員 千原 惠子 ボランティア部会代表役員 

 山本 憲一 山二地区代表役員 大谷 尚子 一般市民役員 香田 健一 高齢者・障がい者支援部会代表役員 

 藤原 俊介 山三地区代表役員 西田 忠弘 一般市民役員 飯田 健一 文化活動部会代表役員 

 稲崎  登 五月が丘地区代表役員 石谷 裕子 一般市民役員 本林 博子 健康づくり・スポーツ部会代表役員 

     松本 みどり 子育て・共生部会代表役員 

～献血車が来ました !! ～ 

令和元年、人気の小学2・3年生対象の講座が、始 

まりました。薄曇りのお天気の中、５月の講座は 

14名の出席でした。最初に野菜のお話から始まり

実を食べる野菜からお豆のお話へ。『そら豆は、

空を向いているから｢そら豆｣と言います』と学習。

各自そら豆をむいて観察していると｢さやがふかふ

かのベッドみたい｣｢小さいお豆が赤ちゃんみたい｣ 

と感想はいろいろでした。 

 ＊＊＊【会計監査 小林 桂子・木村 正次】＊＊＊ 

好天に恵まれた5月25日（土）、今年もコミセ
ンに献血車が来ました。今年は、４３名の方々
にご協力をいただききました。ご協力いただ
いた皆様、ありがとうございました。 
来年もよろしくお願いします。 

      毎回希望者多数の人気講座です。 

       彩画の基本から、ちょっとしたテ 

       クニックまで、うまくなる１５の 

      秘訣をわかりやすくご指導いただき 

     ました。初心者の方やもっとうまくな

りたい方など、皆さんそれぞれの思いを胸に熱心

に取り組んでおられまし 

た。絵を描くことの楽し 

さを、充分に満喫され、 

今後も勉強して、もっと 

もっと上達したい、との 

感想もいただきました。 

季節はずれの猛暑にみまわれた中、 55名の参加で令和初のロビーコンサート、総勢 

16名の女声コーラス、創部３０周年の大阪青凌ブリランテさんの登場です。お馴染み 

の｢コーラス母さん｣から始まり、素晴らしいリズムとハーモニーでのジャズ･ミサ曲。 

続いては、本山さんによるソロ。ビゼー｢カルメン｣より『ハバネラ』は、特に圧巻の 

歌声。歌の後に、バラを観客の方に手渡すという演出もあり、まるでオペラそのもの。 

             素晴らしいハーモニーによる心の歌、源田メドレー、 

             ｢ふるさと･春の小川･朧月夜･鯉のぼり･茶摘み｣。観客 

             の皆さんも一緒に口ずさみ、アンコールでは、美空ひ 

             ばりの｢川の流れのように」を一緒に大合唱で大盛り  

             あがり。素晴らしい歌声に酔いしれた1時間でした。     

スタッフも、
献血に協力し
ました!!! 

       * * * * * * * * * * 常任委員 * * * * * * * * * * 



【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229回  ロビーコンサート  

ウクレレハワイアン 

7/28(日) 
12:00～ 
 13:00 

１階 
ロビー 
無料 

不  要 

出演：明田 和成さんと南国舞踏会 

歌とウクレレの伴奏で、華やかな 
フラダンスをお楽しみ下さい。 

夏休み親子 

おもちゃ作りエコ工作 
（4歳から小学生対象） 

7/28(日) 
13:30～ 
 15:30 

２階  
多目的ホール 

親子30組 
200円 

7/1(土)～ 
電話または
窓口へ 

講師：小川 忠夫さん 
 （エコおもちゃ作り市民塾） 

木っ端細工でカブトムシやおもちゃを 
作りましょう。 

第１５回 

朗読 ･葉月 
～平和を思う～ 

8/2(金) 
14:00～ 
 16:00 

２階 
多目的ホール 

100人 
無料 

不 要 

主催：文化活動部会（朗読工房） 

朗読工房いのこ教室の受講生が自ら選んだ
お話をひとり１話ずつ語る朗読会です。 

   ハワイアン･フラ･フェスタ 
♪ 観客募集 ♪ 

8/4(日) 
14:00～ 
 16:00 

２階 
多目的ホール 

180人 
500円 

7/1(土)～ 
電話または
窓口へ 

演奏：ブルーサウンズ 
   トロピカルハニーズ 
フラ：吹田市内のフラグループ 

気分はとってもハワイアン！ 
コミセンで夏を満喫しませんか？ 

 〈５回連続講座〉 

フランス語入門講座 

8/21･28･ 
9/4･11･18 
(各水) 
10:00～ 
 12:00 

３階 
会議室 
30人 

1000円 

往復はがき 
8/7(金) 
必着 

講師：粟野 広雅 さん 
 （関西大学フランス語講師） 

簡単な会話やフランス文化に触れて 
みませんか？ 

 

【部会 月1回の定例会･イベント･交流会等】 

          ①子育て・共生部会 ････････････ 子育て支援・男女共同参画・国際交流等 

         ②高齢者・障がい者支援部会 ････ 高齢者・障がい者の支援・障がい者の地域交流等 

         ③健康づくり・スポーツ部会 ････ 健康づくり・軽スポーツ・レクリエーション等 

         ④くらし・情報部会 ････････････ 地域防災・環境・消費生活などの暮らし全般 

         ⑤ボランティア部会 ････････････ 趣味や特技を活かして地域に貢献活動 

         ⑥文化活動部会 ････････････････ 趣味・教養・文化活動グループ交流等 

 

 

亥の子谷コミュニティ協議会 会員の皆様へ  
～部会に参加しませんか？～  

 《 備前焼同好会・亥の子谷パレット会・亥のっ子ポタリークラブ・朗読工房 
   書道同好会・銭太鼓同好会・琴城流 大正琴つくし会・亥の子谷彩画クラブ 
   囲碁同好会・ホット･フォトクラブ・ビデオ同好会 》 

  〈お問い合わせは、亥の子谷コミュニティ協議会事務局まで〉 

 夢工房水彩色鉛筆画 

6/25(火)～7/８(月) 

2 F･３Ｆ 

■夢工房■ 

 
    りぼん絵手紙書道展 

  7/10(水)～7/22(月) 

 2 F 

  ■デイハウスりぼん■ 

ギャラリー 

いのっこ 



▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ 

  

● 休館日のお知らせ 7/9（火）、7/15（月）● 

いのっこ 第224号 2019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） 

｢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。 

≪ 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 ～ 
menu 

地図 
90ｘ59 

 編集後記    

亥の子谷 
コミュニティ 
センター 

 地域の夏祭りへGO！ 
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令和初めての総会も無事に終了し、また新たな気持ち

で出発することができました。令和には｢人々が美し

く心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ｣というコミ

センの活動趣旨と同様の意味が込められ、私達もその

方向性に大きな力を頂いた気がしております。Ｎ.Ｉ 

              

山一地区夏祭り盆踊り大会 8月10日(土)17時半～ 

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

雨天順延 

11日(日) 

場 所：山田第二小学校グラウンド 
模擬店：福引など 催し物：例年どおり     
盆踊り：例年どおり 

山二地区夏祭り 8月17日(土)16時～ 

雨天順延 

18日(日) 

山三地区夏祭り 8月17月(土)1７時～ 

雨天順延 

18日(日) 

場 所：山田第三小学校グラウンド 
模擬店：例年どおり(30店) 
催し物：フラダンス、バンド、抽選会  
盆踊り：生音頭 

山田の夏祭り 8月24月(土)1７時～ 

場 所：山田中学校グラウンド 
模擬店：例年どおり     
催し物：吹田消防音楽隊、吹奏楽の演奏 
盆踊り：例年どおり 
     

雨天順延 

２５日(日) 

東山田地区納涼大会 ７月27日(土)16時～20時半 

場 所：東山田小学校グラウンド 
模擬店：例年どおり 
催し物：梅花女子大ダンスパフォーマンス 
盆踊り：例年どおり フィナーレ(花火) 

雨天順延 
7/28(日) 
11～15時 

西山田地区盆おどり大会  8月17･18日(土･日)18時半～21時 

場 所：西山田小学校グラウンド 
模擬店：例年どおり  催し物：例年どおり 
盆踊り：生演奏で 

雨天中止 

北山田地区夏祭り 8月4日(日)16時半～ 

場 所：北山田集会所及び星山広場 
模擬店：例年どおり  催し物：例年どおり 
盆踊り：18時～1時間程度の予定 

雨天決行 

夏祭りin五月が丘 8月３日(土)16時～21時 

場 所：東佐井寺小学校グラウンド 
模擬店：25店程度  
催し物：ダンス、四ツ竹おどり など 
盆踊り：例年どおり 
 

雨天順延 

４日(日) 

南
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