
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の人気講座であった「歌声喫茶」が、2014年７月より新たに

「うたごえCafe」として再開されて５年が経ち、すっかり定着してきました。歌と進行の 

Saccoさん、ピアノの野原さんとギターの神窪さんの３人は、息のあった名トリオです。 

毎回、100名を超す参加者で会場は大盛況です。いつも定員を超える申し込みがあり、 

抽選となっていますが、皆さま奮ってご応募ください。 

6月29日の歌声Cafe風景 



亥の子谷コミュニティセンターニュース 

コミセンでは、すっかりお馴染みに 

なった3世代交流の講座です。今 

回も近隣の介護施設などから延べ 

50名近くのシニアの方々が参加さ 

れ、未就園のちびっ子たちの元気な 

歓声に大喜び。ちびっ子たちも、日頃遊べないよ  

                            うな広い場所で、みんなで 

                            輪になって 

                            遊んで、と 

          ても楽しそ 

                            うでした。 

            

           

大正琴でうたごえ ～うたごえマーメイド～     8/25  出演：大正琴アンサンブルグループBio! 

夏休み親子クッキング  7/26 

                     講師：泉 ユミさん 

夏休み親子おもちゃ作りエコ工作   7/28    
         講師：小川 忠夫さん（エコおもちゃ作り市民塾）                                                     

朗読・葉月 ～平和を思う～   8/2      

                 主催：文化活動部会・朗読工房（いのこ教室） 

       
               親子２４組５６名の参加。親子で協 

      力して、木の枝･松ぼっくり･どんぐり 

              を使って作品作りに挑戦しました。 

             何度もやり直して苦労の連続。出来上 

がった自分の作品を見せ合って、ほめ合ったり自 

慢したりと、楽しいひと時でした。 

     親子11組23名の参加で、テーマ 

は、ちょっぴり豪華で手軽な｢パー    

  ティーメニュー｣。普段できない親子 

               のクッキングタイム。｣｢パーティー料 

理が新鮮｣｢親子一緒に過ごした貴重な時間で良い

思い出になりました｣｢来年も 

ぜひ来たい｣と好評でした。      

               

おやこリズムたいそう  4/30  5/28  6/25  7/30 

                       講師：楽 ようこさん 

暑さが少し和らいだお昼に響き渡る美しいボーカルのハーモニー。出演は、ステッラ 

＆リードさんです。｢メドレーSORA｣から始まり、恋シリーズの歌と続き、｢夏の思 

い出｣は、観客の皆さんと一緒に歌いました。口角を上げて、声高らかにと指導をい 

         ただいて、皆さんの声も明るく朗らかに響き渡りました。今 

                           回のロビコンのテーマは～夏を惜しんで～でした。豊かなサ 

         ウンドの鍵盤ハーモニカの演奏で更に盛り上がり、最後は全 

         員で｢少年時代｣をしっとり歌いあげ、秋の予感を感じました。 

   

230回  ロビーコンサート   女声コーラスと鍵盤ハーモニカ   8/25   

                   出演：ステッラ＆リード 山﨑 芳智子さん 隈本 跋子さん 中村 いく子さん 隈本 義子さん  

最高気温３８度の中、多くの朗読ファンの皆様に 

お越し頂きました。芳名帳には、京都や他市から 

の記述もあり、びっくり。お越しいただいた皆様 

ご協力いただいた皆様、本当にありがとうござい 

ました。来年も宜しくお願いいたします。 

まだまだ暑い日が続いている今日この頃。昨年に引き続き102名の参加で、｢大正琴でうたごえ｣が開催 
           されました。大正琴の素晴らしいアンサンブルの響きで、｢知床旅情｣｢ブルー 
            シャトー｣｢学生時代｣等、全25曲。ユーモアを交えた紹介と演奏、お客様の 
              元気な声が会場いっぱいに響き 
              渡り、あっという間に予定時間 
                                         が過ぎ、大いに盛り上がりまし 
                                        た。｢とても楽しかった｣｢回数 
             を増やして欲しい｣等のお声をた 
                                  くさん頂きました。 
 

    ～メニュー ～   
・鶏むね肉の蒸し焼きパセリだれ 
・パイシートで色んな味源氏パイ風 
・おうちで簡単☆パスタdeパエリア 
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イベント・講座 開催日時 
会場・定員 

費用 申込み 出演・内容 

JT生命誌研究館見学 
（高槻市） 

10/23(水) 
10:30～ 
 12:30 

岸辺駅 
9:45集合 

20人 
参加費無料 
交通費 
各自負担 

10/1(火)～ 
電話または 
窓口へ 

主催：ボランティア部会 

地球上に生命が誕生したとされる38億年前 
の、生命科学の世界を一緒に探検してみま 
せんか？ 

カラダとココロの健康法 
10/29(火) 
13:30～ 
 15:30 

３階 
会議室 
30人 
無料 

10/1(火)～ 
電話または 
窓口へ 

主催：くらし・情報部会 
講師：池端 裕子 さん 

身体が心地よい運動、心が笑顔になれる運
動で皆さん元気になりましょう。 

普 通 に 生 き て 
Part . 19 

11/2(土) 
10:00～ 
 12:00 

３階  
会議室 
30人 
無料 

10/1(火)～ 
電話または 
窓口へ 

主催：高齢者・障がい者支援部会 
講師：ヒューマン福祉会通所者の皆様 

中途障がいについて、当事者の方々が体験
を交えてお話します。 

ク リ ス マ ス 

寄 せ 植 え 講 座 

11/21(木) 
10:00～ 
 12:00 

３階 
創作室 
16人 

2500円 

往復はがき 
11/7(木) 
必着 

講師 : 光村 庄司 さん (ローズグローブ) 

英国式寄せ植えの独特なデザインと表現方
法を学びます。クリスマスを華やかに迎え
る一鉢を作ります。 

プロから教わる 

コーヒー講座 

11/25(月) 
13:00～ 
 15:00 

２階 
料理実習室 

18人 
800円 

往復はがき 
11/11(月) 

必着 

講師：呉村 秀幸 さん 

      (自家焙煎珈琲屋 さつき珈琲) 

本格的なコーヒーの飲み比べや入れ方、 
コーヒー雑学などを学びましょう。 

高槻古曽部 
防災公園見学会 

（高槻市） 

11/19(火) 
9:00～ 
 16:00 

15人 
参加費無料 
交通費 
各自負担 

10/1(火)～ 
電話または 
窓口へ 

主催：くらし・情報部会 

災害時に役に立つ施設、器具を見にいきま 
しょう。 

【これからの講座・イベントのお知らせ】 

第18回 いのっこピースフェスタ 2019       7/27  

  「平和を願う夏   子どもたちに平和のバトンを」     主催 : くらし・情報部会/子育て・共生部会/高齢者・障がい者支援部会 

 夏のイベント｢いのっこピースフェスタ｣も今年で18回目。約70人の参加のもと、オープニングは子 

 育て・共生部会｢eye愛｣による人形劇｢青いかいじゅう赤いかいじゅう｣。友だちと仲よく手を結ぶこと 

 を優しく伝えてくれました。平和の語り部、小山ヤエ子さんは、戦争に殺された子猫のチイを通して戦 

 争のむごさ、平和の大切さを子どもたちにもわかりやすくお話していただきました。続いて登場は三世 

 代によるファミリーアンサンブル｢グループ･ジュネス」さん、ハートフルなコンサートで会場を魅了しま

した。その後ふかし芋のおやつ、ピースメッセージを書いて平和を語り継ぐひとときを過ごしました。 

  10/7（月）～10/19（土) 
3階 

■  亥の子谷デイサービスセンター ■ 
 ギャラリー 

いのっこ 

亥の子谷デイ作品展 ～空調設備改修工事のお知らせ～ 

※ご利用できないお部屋につきましては、当 
 コミュニティセンターホームページの空室 
 状況をご確認下さい。工事期間中はご迷惑  
 をお掛け致します。 

工事期間：令和元年10月6日(日)～ 
       令和元年12月28日(土) 
工事範囲：空調設備全館(多目的ホール除く) 

ピースメッセージ 



  

≪ 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 

地図 
90ｘ59 

 編集後記    

亥の子谷 
コミュニティ 
センター 
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｢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227号 2019年10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 10/8（火）● 

～ 喫茶コーナーより ～ menu 

東
山
田 

吹田市民として３年半、コミセンスタッフになって３年

目を迎えました。日々の生活にも、いのっこ編集委員と

しても少し余裕がでてきました。まだまだ未熟ですが、

いのっこと共に成長していきたいです。来年の今頃は、

いのっこ祭の準備で忙しい事でしょう。          

8/17 山二地区夏祭り 

千
里
丘 

天候に恵まれ各地区とも大盛況でした！ 

8/4 北山田地区夏祭り 

山
一 

五
月
が
丘 

8/3  夏祭り in 五月が丘  

西
山
田 

8/17･18 西山田地区盆踊り大会 

南
山
田 

8/24  山田の夏祭り 8/17  山三地区夏祭り 

山
三 

山
五 

7/28 東山田地区納涼大会 8/10  山一地区夏祭り盆踊り大会 

各地区の 
夏祭り風景 

北
山
田 


