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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、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。 
昨年は、空調関係の工事の為、一部のお部屋のご利用が制限されたり、「いのっこ祭」が中 
止になるなど、ご利用の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたが、無事に工事も完了して 
新しい空調設備で新年を迎えることが出来ました。 
そして、昨年10月には「山田・千里丘備蓄倉庫」の中に、平時のみ使用できる「山田コミュ 
ニティスペース」（旧西山田地区集会所）がコミセンの分室として開設されました。 
本年は、亥の子谷コミュニティーセンターが開設されて20周年を迎えます。「いのっこ祭」と 
共に、20周年の行事も予定してまいります。 
また昨年は東日本で、一昨年は地元吹田市でも台風による被害が多く出ています。 
いつ、どこで何が起こるか分からない。そんな時代だからこそ、お互いの助け合いが大事に 
  なってきます。コミセンとしましても、少しでも手助けが出来るように、また足を運んで 
   頂いた方々に「ホッ」として心安らげる場所になれるよう、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。 
                          ２０２０年 元旦 



  

カラダとココロの健康法   10/29  

                    主催：くらし・情報部会 

              講師：池端 裕子さん 

 
 

講演会「普通に生きて」Part19   11/2 

               主催：高齢者･障がい者支援部会 

健康講座「腰痛のお話」  11/18 

    主催：ボランティア部会 

    講師：吹田徳洲会病院理学療法士 和田 定士
さん 

 

高槻古曽部防災公園見学会   11/19      

             主催：くらし・情報部会 

クリスマス寄せ植え講座   11/21 

                  講師：伊藤 喜代美さん    

                                                                 

      健康運動指導士･栄養士･心理相談 

      員の資格をお持ちで、ジャズダン 

      スや運動指導を30年以上されてい 

     る池端裕子さんに来ていただきまし 

た。60歳以上の方が多く、健康で元気に過ご 

 すための食事･運動。そし 

 て気持ちの持ち方等を和気 

 あいあいと、また筋肉と運 

 動機能の事も分かり易く教 

 えて頂きました。 

秋のハイキング～鞍馬から貴船を歩こう～    
         主催：健康づくり・スポーツ部会 

最高のお天気の中、30人の参加で、 

秋を満喫しに意気揚々とした気持ち 

も駅まで。電車は通勤ラッシュ以上 

の混雑。鞍馬駅で揃ってストレッチ 

体操をしたのは、当初の予定より1時間以上遅れ。 

どこも人･人･人で必死に本殿まで辿り着き、よう 

         やく昼食をとり、すぐにまた 

         降りるという人混みの秋のハ 

         イキングとなりましたが、誰 

         もけがをする事もなく、2時 

         間遅れで無事帰着しました。  

 秋晴れに恵まれて、高槻の｢JT生命誌研究館に 

 男性4名、女性7名で行きました。地球上に生命 

体が初めて誕生したとされる、３８億年前から 

   現在に至るまで、驚きと感 

   動の生命の進化を学習して、 

   参加者の皆さんの顔が輝く 

   一日でした。 

  

 今回は、中途障がいについての当事者発表会とい 

 う内容でした。まず3名の方々が前に出て、イン 

 タビュー形式で話していただきました。その後、 

 グループワークを行いました。たくさんの質問も 

 あり、直接当事者の方々に聞くこともできて、多 

  くのふれあ 

  いがあった 

  1日でした。 

JT生命誌研究館見学   10/23 

 主催：ボランティア部会 
 

  

秋晴れの中、高槻市にある『古曽部防災公園』に 

出かけました。高槻市危機管理室の職員さんに昨 

年6月の『大阪北部地震』の時の被害の状況、対 

処等の様子、防災公園の果たす役割を説明してい 

ただきました。広い施設を 

見ながら、体育館は救援物 

資を備蓄し、広場はお風呂 

の設置、災害用の｢マンホー 

ルトイレ｣･炊き出し用の｢か 

まどベンチ｣･｢耐震性貯水槽」 

を見学しました。 

 腰痛で悩んでいる方等１８名が参加 

 されました。治療経験が豊かで人 

 気の高い講師に、腰痛が起こる原 

 因とその対策を分かり易く説明して 

 いただきました。現代に生きる日本人 

 は、生活様式が激変した結果、運動量が減り大事 

           な筋肉が衰えて、腰痛が 

           激増しているとの事。予 

           防の実技も受け多くの事             

                   を学びました。    

種類を使用したクリスマスにぴったりの寄せ植え 

となりました。 
     15名の参加で、英国式の独特なデ 

    ザインの寄せ植えを学びました。 

       お話上手な伊藤先生の講座は、参 

       加者の皆さんが、とても楽しそう 

でした。材料は、背の高いツリーの 

  コニファー･ピンクの実がついているエリカ･ 

黒い金魚草･赤い実がついているチェッカー 

ベリー･ガーデンシクラメン･しろたえ菊の6 

  

 



保育有り 
保育料別途 

会員優先 

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  

「つまみ細工」  

1/24(金) 
10:00～ 
 11:30 

３階 
会議室 
25人 
200円 

（材料費） 

1/4(土)～ 
電話または 
窓口へ 

主催：健康づくり・スポーツ部会 
講師：本林 博子 さん 

簡単に指先・頭を使ってつまみ細工を作り
ましょう。なにができるかお楽しみ。 

第23回 

いのこ谷 
 う た ご え C a f e 

1/25(土） 
14:00～ 
 16:00 

２階 
多目的ホール 

100人 
500円 

往復はがき 
1/11(土) 
必着 

出演：Sacco さん(歌･進行) 
  野原 理恵子 さん（P） 

神窪 正太 さん（G） 

ピアノとギターに合わせて、一緒にあの歌、 
この歌、みんなで楽しく歌いましょう。 

第233回 ロビーコンサート 

男声コーラス  

1/26(日) 
12:00～ 
 13:00 

１階  
ロビー 
無 料 

不 要 

出演：フォーフラッシュ 
      佐野 隆 さん・北代 晋一 さん 

          森 靖司 さん・桑木 茂幸 さん 

懐かしのジャズ・ポップス・歌謡曲などを 
男声コーラスでお楽しみください。 

人生を楽しむ呼吸法  
& 

マッサージ  

2/3(月) 
10:00～ 
 12:00 

２階 
多目的ホール 

50人 
100円 

往復はがき 
1/20(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。 

ビデオ編集入門講座 
～初心者対象～  

2/5･12・19 
26(各水) 
13:30～ 
 16:30 

３階 
会議室 
8人 

2000円 

往復はがき 
1/20(月) 
必着 

講師：松田 勉 さん 
    （文化活動部会 ビデオ同好会） 

ウィンドウズ・ライブムービーメーカーで
ビデオ編集します。Windows7・8・10の
み対応。ノートPCご持参ください。 

〈 3 回 連 続 講 座 〉  

冬のアロマテラピー

レッスン 

2/18･25 
3/3(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 
2/4(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
使える実習付きです。 

【これからの講座・イベントのお知らせ】 

 ギャラリー 

いのっこ 

書道サークルいのこ村 
✤書道作品・硬筆作品展✤ 

1/17（金）～1/30（木）  
３階 

施設各室の名称と使用方法、開館日及び開館時間、使用 

方法は下記の通りです。 

 ＊各室の名称と使用方法 

  ①貸室（予約制）②フリースペース（事前予約は不要） 

 ＊開館日及び開館時間 

休館日（年末年始 <12/29～1/3〉、月曜日、祝日の 

翌日）を除く日の午前10時から午後5時まで。 

 ＊使用方法 

  ①貸室の使用にあたっては「使用届書」 

  ②フリースペースの使用にあたっては「個人使用届」 

   に住所、氏名等の記入を行う。 

 ＊お問い合わせは 06-6878-7201まで。  

＊ご利用可能な

お部屋・フリー

スペースは上記

カラー表示の通

りです。  

貸室

フリースペース

貸室（予約制） フリースペース

多目的ルーム（１） 交流広場

多目的ルーム（２）

調理室

２階 集会室 交流ルーム

１階

スライディングウォール

多目的ルーム
（２）

（60 ㎡）

調理室

（23 ㎡）

倉庫

玄関ホール

多目的
トイレ

集会室
（22 ㎡）

備
蓄
倉
庫

備
蓄
倉
庫

備
蓄
倉
庫

多目的ルーム
（１）

（80 ㎡）

男性用

女性用
トイレ

事
務
室

交流広場

アコーディオンドア

交流ルーム

（80 ㎡）

１階 ２階

屋上

更衣室

吹抜

ホール

屋上

玄関

バルコニー



  

≪ 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    
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うたごえCafe 

この1月の開催で、23回目を迎える当コミセンの人気イベント「うたごえCafe」。その中で、ピアノを担当、さらに
すっかりお馴染みになったリトミック体操で、会場を盛り上げる野原さんにお話しを伺いました。 

うたごえCafeのリトミックコーナーは手を変え品
を変え(笑)、毎回試行錯誤を重ねています。また、
「外出が難しい方にも、音楽で心の充実を」という
コンセプトで幼児向けの音楽指導「リトミック」と
大人向けのピアノレッスンをインターネットを使っ 

うたごえCafe出演のきっかけ これからの活動など 

野原 理恵子さん 

元々、Saccoさんとはリトミックつなが 
りの友人で、前任のピアノ担当の最上 
恵利子さんが、ご病気で欠場された 
ので、Saccoさんから私にお声がか 
かりました。うたごえCafeの初出演 
が2017年でしたから、早いもので、 
もうすぐ3年目になるんですね。 

うたごえCafeに出演して 

今まで知らなかった、たくさんの日本の古き良き
名曲に親しむことが出来て嬉しく思います。そし
て、皆さんが笑顔で生き生きと歌われている姿を
見て、とても元気をもらっています。Saccoさん
クーボくんとの共演もとても楽しくて、素敵な時
間を過ごしています。 
 

ピアノに、リトミック体操に、大活躍！ 

て実施しようと考えており、忙しくな
りそうです。こ 
れからも応援よ 
ろしくお願いた 
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230号 2020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。）  
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● 休館日のお知らせ 年末年始 12/29（日）～1/３（金）、1/14（火）● 

menu 

編集委員会に出席する都度、誌面の割付けや校正、文字

の大きさ、色あい、写真の構図など、徹底して細部にこ

だわり、よりよい紙面を作っていこうという熱意の凄さ

を感じます。そんな編集委員の熱意が詰まった「いのっ

こ」を、今後ともご愛読下さい。 事務局長 天津謙二        


