
笑う門には福来る。今年の笑い納め 『 いのっこ笑う亭 』 の時期到来です。 
すっかり定番になって、今回は１４回目を迎えます｡ 師走のひととき、大いに笑いましょう！  

 予定演目： 「二人癖」関大亭 学 乱、「田楽喰い」関大亭 狂 角、「大・大阪辞典」爪田家 ふぶき、 
「三味線放談」爪田家 小 雪、 「ちりとてちん」爪田家 粋 花、 「帯 久」千里家 笑太郎 

   ［申し込み：１１月１日(金)から☎にて受付け、先着１８０名］ 

亥の子谷コミュニティセンターニュース 

爪田家 ふぶきさん 関大亭 学 乱さん 爪田家 小 雪さん 

千里家 笑太郎さん 昨年の 
会場風景 

爪田家 粋 花さん 

新 

登 

場 

！ 

千里家 笑太さん 

千里家 笑太郎さん 



フランス語入門講座   8/21･28 9/4･11･18 

               講師：粟野 広雅さん  

太極拳入門講座   9/5･12･19 

 講師：前田 昌子さん（山三太極拳同好会）  

いのっこアイアイひろば   8/26 

 主催：子育て・共生部会 

体に優しい料理講座 9/19    講師：河野 紀子さん 

                                                      主催：ボランティア部会       

健康講座 軽スポーツ｢カーリンコン｣ 9/6 

 主催：健康づくり・スポーツ部会 

昨年大好評につき第2回目の開催です。老若男女 

誰でも簡単にできる軽スポーツ｢カーリンコン｣。

カーリンコン協会大川氏のご指導のもと、47人が 

熱戦を繰り広げました。点数つけから審判まで、

それぞれのチーム個々に学び、前回以上に盛り上 

がり学習効果絶大でした。『きしべ後半ベテラン 

ズチーム』が、コ 

ンスタントに得点 

を重ねて、見事優 

勝しま 

した。 

骨盤メンテエクササイズ Withベビー 9/17 

   講師：増田 百合子さん（大阪府助産師会 吹田班 班長）       

毎回40名近くのご参加で、3回の連続 

講座でした。｢柔らかく穏やかな動き 

で心身ともに健康になりましょう｣ 

男性に女性、そして年齢層も幅広く 

ご参加いただきました。講座終了後 

｢丁寧におしえていただいて良かった 

です｣｢楽しく体を動かすこ 

とができた｣｢太極拳を体験 

できて良かった。これから 

もぜひ続けたい｣などのご 

意見が寄せられました。 

       

      フランス語って、ちょっと難しそう… 

       そんなイメージがありますが、いきな 

                 り発音や文法に入るのではなく、毎回 

      ＤＶＤの映像を使って、シャンソンや 

     フランス映画などフランス文化に触れ 

ながら講義をされるので、 

初心者に大好評です。受 

講者からは、｢楽しく勉強 

出来てよかった｣｢もっと回 

数を増やしてほしい｣との 

声をいただきました。  

今年度、第2回目のアイアイひろば。 

親子12組の参加でした。自由遊び 

や魚釣りをして遊び、紙芝居とパネ 

ルシアター｢3枚のおふだ｣をみても 

らいました。少し怖いお話に泣き出 

したり、パラバルーンの中に入れな 

かったり、子どもたちもそれぞれで 

す。体操｢できるか 

な｣だけを楽しみに 

来ているというお 

子さんもいました。 

          お馴染みの人気講座、親子7組14名 

       の参加でした。運動によって筋力を 

       鍛えて、骨盤を整えるエクササイズ 

        です。今回は、前回よりも少しハー 

     ドな運動を取り入れて実習しました。 

｢ダンスでできるエクササイ 

ズで楽しかった｣｢他の子の 

お母さんとも交流できて良 

かった｣｢楽しく体を動かし、 

リフレッシュできました｣と 

好評でした。            

＊メニュー＊ 
パエリア 
チャーシュー 
冷たいスープ 
パンプキンプリ
ンフィナンシェ 
タルト 

男性１名女性１９名の参加。市報を見 

て参加された方が多かったです。ア 

ンケートで色々な意見をいただき  

ました。全体的に和気あいあいとす 

ることができ、皆さんに感謝です。少 

しでも、亥の子谷コミュニティ―セン 

ターを知っていただきました。 

薄曇りの中、80名超の観客の皆さんにお集まりいただきました。アラアラこと荒畑 
さんの朗らかなMCで｢嘘は罪｣から始まり、スタンダードジャズの名曲の素晴らしい
歌声と演奏がロビーに響き渡りました。続いてはMCが、ヅッチピアノトリオのリー 
         ダー上田さんに代わりインストゥルメントの演奏。『9.11』を 
                            思っての｢ニューヨークの秋」は、ウッドベースの弓を使った演 
                  奏が最高。｢ジャズの名曲が聴けて良かった｣との感想を多くい 
           ただきました。ラストはお馴染みの｢テネシーワルツ｣、そし  
          てアンコールは秋の定番｢枯葉｣で締めくくりました。 

ボランティア部会の皆様 

231回 ロビーコンサート ジャズコンボ 9/22                           出演：ヅッチピアノトリオwithアラアラ 

                    安土 直子さん(P) 上田 大喜さん(B) 緒方 維之さん(Ds)  荒畑 佐千子さん(Vo)    

http://www.curlinkon.com/index.html


  11/11（月）～11/24（日) 
１Ｆ・２Ｆ・３Ｆ 

 ✤蓑毛雅夫✤ 
 ギャラリー 

いのっこ 

蓑毛雅夫透明水彩展 令和元年度協議会 会員募集中 

※会員ご登録に関しましては当コミュニティセンターの窓口 
 までお越しくださいませ。 

★毎月いちはやく、イベント・講座情報が入手できます。 
★毎月月末に情報誌「いのっこ」と「会員だより」が 
 ご自宅に届きます。 
★年会費(令和元年4月～令和2年3月)は1000円ですが、 
  10月よりは半年分の500円で受付させていただきます。 

イベント・講座 開催日時 
会場・定員 

費用 申込み 出演・内容 

健康講座 

「腰痛のお話」 

11/18(月) 
13:30～ 
 14:30 

３階 
会議室 

30人 
無 料 

11/1(金)～ 
電話または
窓口へ 

主催：ボランティア部会 

講師：和田 定士 さん 

    (吹田徳洲会病院理学療法士) 

腰痛を理解し、予防・克服しましょう。 
腰痛でお悩みの方はぜひご参加を。 

第14回 

落語  いのっこ笑う亭 

12/1(日) 
13:30～ 
 16:00 

２階 
多目的ホール 

180人 
無 料 

11/1(金)～ 
電話または
窓口へ 

出演：    関大亭 学乱 さん・関大亭 狂角 さん 

             瓜田家 ふぶき さん・瓜田家 小雪 さん     

               瓜田家 粋花 さん・千里家 笑太郎 さん  

笑う門には福来る！今年の笑い納めもぜひ 
「いのっこ笑う亭」で。 

人生を楽しむ呼吸法
＆ 

マッサージ 

12/2(月) 
10:00～ 
 12:00 

２階 
多目的ホール 

50人 
100円 

往復はがき 
11/18(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、みんなで

楽しく動きましょう。 

 い の っ こ 

アイアイひろば 

12/9(月) 
10:00～ 
 11:30 

２階 
多目的ホール 

親子20組 
無 料 

不 要 

主催：子育て・共生部会 

 親子遊びや人形劇や絵本の読み聞かせ。広
いホールで親子でゆっくり思いっきり遊び
ましょう。  

親子で楽しく 

しめ縄作り 

12/15(日) 
13:30～ 
 15:30 

２階 
多目的ホール 
小学生と 
保護者 
30組 

1個 200円 

12/1(日)～ 
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) 

親子で手づくりのしめ縄作りを体験し、気 
持ち良く新年を迎えましょう。 

親子で遊ぶ 
クリスマス会 

 ～ 第20回 「けんぢの広場」 ～ 

12/22(日） 
14:00～ 
 16:00 

２階 
多目的ホール 

100人 
無 料 

12/1(日)～ 
電話または
窓口へ 

主催：文化活動部会 

クリスマス前の休日を家族で楽しみましょ
う。大型スクリーンも使って絵本・朗読・
銭太鼓・腹話術など数々の企画をご用意し
ております。 

【これからの講座・イベントのお知らせ】 

旧西山田地区集会場が閉鎖され、今年度装いも新たに「山田コミュニティスペース」
としてオープンいたしました。山田・千里丘備蓄倉庫としての役割を担うとともに地
域の皆様の交流、活動の場としてもご利用いただくことができるようになりました。 
 ＊貸室（予約制）・・・多目的ルーム(１)・(２)、調理室、集会室 
 ＊フリースペース・・・交流ルーム、交流広場 

お問い合わせは直接山田コミュニティスペース事務室へ（午前10時～午後5時） 

 会員になって、地域のふれあいの場に参加しませんか？ 

https://stat.ameba.jp/user_images/20190311/16/toumeisuisai-minomo/c1/01/j/o1080080914370140953.jpg
https://ameblo.jp/toumeisuisai-minomo/image-12463162276-14414555950.html
http://1.bp.blogspot.com/-ATYH95tZ9aI/Vn-Cn1LUQyI/AAAAAAAA2L4/AiLnuJLFOS8/s800/eto_remake_inoshishi.png


  

≪ 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 

｢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22８号 2019年11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 11/12（火）● 

～ 喫茶コーナーより ～ menu 

 いのっこ編集委員の一員として早いもので8ヶ月が過ぎ

ました。「いのっこ」を通じ、さまざまな情報をお届け

するとともに、地域の人々とのふれあいの場に気軽にご

参加いただく一助となれば幸いです。今後も、より見や

すい「いのっこ」発刊を目指して頑張ります。          

 文芸講座「絵巻物を読む」 塩見 一仁さん 

今回が初登場となる文芸講座「絵巻物を読む」です。長く高等学校で国語科の教職につき、また仏教美術の愛好家で
あり、そして狛犬研究家としても著名な講師の塩見一仁さんにお話を伺いました。 

もの  

絵巻物の魅力は？  

大学生の頃、万葉集の研究から源氏物語 
絵巻に興味を持ち、その後 仏教関連の 
絵巻物にも魅せられ、日本絵巻物全集 
を購入したのが絵巻物との出会いです。 
卒業後は、教職員として国語を教える 
立場となり、古典への造詣を深めると 
共に、更に絵巻物に魅了されてゆきました。             

絵巻物との出会い  

一般の巻物と違い、物語の展開に合わせて状況を描 
いた絵画が次々に現れる面白さがあります。内容に 
ついても伝奇的なもの、恋愛を描いたものなど様々
です。アニメや漫画の様に当時の人々を虜にしてい
たのでしょう。現代に生きる私達が当時の読者の気
持ちを思いながら楽しめるのが絵巻物の魅力です。                   

今回の講義と今後の展開について   

今回、題材にした2作品ですが、｢長谷雄草子｣は 
鬼を扱った伝奇色の強い物語を楽しめます。｢伴 
大納言絵巻｣は物語の面白さに加えて、現存する 
絵巻物としては保存状態が良く綺麗な絵巻です。 
入門編として、興味を持って頂ける作品を選びま 
した。皆様にも、興味深く熱心にお聞き頂けたよ 
うです。今後の展開としては、年2回程度の頻度 
で今回紹介した一話完結の作品だけでなく、在原 
業平の和歌で有名な｢伊勢物語｣のような長編の絵 
巻物を何回かに分けて紹介していこうと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

伴大納言絵巻 「絵巻物を読む」 講義風景 
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