
亥の子谷コミュニティセンターニュース 

１２月１日、第１４回の 『いのっこ笑う亭』 を開催しました。会場は､今回も満員御礼の大盛況！ 

滑稽噺から人情噺まで、爆笑あり涙ありで、師走のひとときコミセンに笑い声が溢れました。  

   演 目：「二人癖」関大亭 学 乱、「田楽食い」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 

    

学乱さん 

39ｘ45 

狂角さん 

39ｘ45 

ふぶきさん 

39ｘ45 

小雪さん 

39ｘ45 

粋花さん 

39ｘ45 

笑太郎さん 

39ｘ45 

会場風景 

39ｘ90 

千里家 笑太郎さん 会 場 風 景 爪田家 粋 花さん 

関大亭 学 乱さん 爪田家 ふぶきさん 爪田家 小 雪さん 関大亭 狂 角さん 

編集：亥の子谷コミュニティ協議会  ホームページ  http://www.inokko.jp 



  

   部屋中に、プロの方がこだわりぬい         

た｢本物｣のコーヒーの香りが溢れ、 

参加された方もいかに美味しいコー 

     ヒーをいれるかに熱中されていまし 

        た。コーヒーの種類だけでなく、焙煎 

方法や淹れ方で美味しさが変わる事を教えて頂き 

ました。｢勉強になった｣｢楽しかった｣との声も多 

                  くケーキも美味 

しく、贅沢な時 

が過ぎていきま 

                した。 

親子で遊ぶクリスマス会 第20回けんぢのひろば   12/22             主催：文化活動部

会 

                                        

人生を楽しむ呼吸法   12/2 

                      講師：西原 由美子さん 

いのっこアイアイひろば   12/9 

    主催：子育て・共生部会 

親子で楽しくしめ縄作り   12/15 

        講師：エコおもちゃ作り市民塾 小川 忠夫さん 

 
      ｢親子で手作りのしめ縄を作り、気 

     持ち良く新年を迎えましょう｣をコ 

                 ンセプトとして開催されました。親      

子が和気あいあいとした雰囲気の中 

しめ縄作りにチャレンジしていました。子ども達

からは、｢良い体験が出来た｣｢きれいに出来て良 

かった｣等の感想が寄せられ、良い思い出になっ 

        たことでしょう。 

今回は地域行事と重なり親子５組の参加でした。 

ママ達はレジン作りで素敵なペンダントが出来ま 

した。子ども達は、ブラックシアター｢おばけち 

ゃん｣を楽しみました。その中の一組、三か月の 

双子ちゃんは、スタッフと他パパさんで子守りを

しました。ママは、こんな時間が 

嬉しいですと喜んでいました。子 

育て中は、ママさんの『ほっこり 

タイム』も大事ですね。 

  今回もたくさんの受講者の方にご 

  参加いただき、皆さんいきいきと 

  した表情で、明るく楽しくそして 

  真剣に取り組んでおられました。 

  ｢身体が楽になりました｣｢いつも楽 

  しく参加しています｣｢呼吸法の大切さを教えてい 

           ただきました｣ 

           ｢自宅でやろう 

           と思います｣等 

                                 の感想をいただ 

           きました。 

参加者18組53名で｢親子で遊ぶクリスマス会｣け

んぢのひろばは、今年でなんと２０回目の開催と

なりました。｢大型絵本と朗読｣｢銭太鼓鑑賞と体 

験｣、そして今回初めて｢笑楽の会｣代表の西村ゆ 

くをさんに｢皿回し･コマ回し･腹話術と皿回しの

体験｣をお願いし、参加者に大変楽しんでいただ 

きました。終了前にはサンタクロースが現れ、か

わいいプレゼントもありました。 

プロから教わるコーヒー講座   11/25 

   自家焙煎珈琲 さつき珈琲店主 講師：呉村 秀幸さん 

232回 ロビーコンサート みんなで楽しいクリスマス   12/22 

                                                                                        出演：ミモザ音楽サークルon♪coro  大田 恵里さん(Vo) 

クリスマス目前の日曜日、ハンドベルの演奏で、｢ジングルベル｣｢虹の彼方に｣｢ジュピター｣などロビーに

鈴の音が響き渡ります。続いて、ヴォーカルの大田さんが透き通る美しい歌声で｢輝く未来｣、鍵盤ハーモ 

          ニカのコーナーでは、スレイベル(そりの鈴)も登場して文字通り｢そりすべり｣で賑や 

           かに盛り上がりました。そしてピアノ 

              連弾で｢On  y  va｣を演奏し、最後に 

           全員で｢第九、喜びの歌｣を合唱。一足 

            早いクリスマスを楽しみました。 

                                 



イベント・講座 開催日時 
会場・定員 

費用 申込み 出演・内容 

 

第234回 ロビーコンサート 

三味線とオカリナ 
 

2/23(日) 
12:00～ 
 13:00 

１階  
ロビー 
無 料 

不 要 

出演：日本民謡 円の会 

 オカリナデュオ 土夢の樹 

三味線とオカリナのコラボで民謡や唱歌な

どをお楽しみ下さい。 

＜ 3 歳 か ら 3 年 生 対 象 ＞  

絵本と親子クッキング  
今 回 の テ ー マ は ｢ ト マ ト｣  

 2/29(土) 
10:30～ 
 13:30 

２階  
音楽室 

料理実習室 
親子15組 
500円 

往復はがき 
2/15(土) 
必着 

主催：子育て・共生部会 

絵本からクッキングの題材を選びイメージ
を膨らませて、親子でトマトを使った簡単
料理を楽しみましょう。       

プリザーブドフラワー
アレンジ  

3/4(水) 
10:00～ 
 12:00 

３階 
会議室 
15人 

2000円 

往復はがき 
2/19(水) 
必着 

講師：多田 広美 さん           
（プリザーブドフラワー教室 Story主催） 

春色のローズを使った可愛いアレンジ！！

プリザーブドフラワーを作りましょう。 

＜ 小 学 ４ ～ ６ 年 生 対 象 ＞  

きらきらキッズクラブ  

パーティ  

3/7(土) 
10:00～ 
 13:00 

２階  
料理実習室 

16人 
500円 

往復はがき 
2/26(水) 
必着 

講師：吹田地区栄養士会「さんくらぶ」     

同クラブの卒業生を中心に集まって、豆腐

ピザなどを楽しく作ります。 

【これからの講座・イベントのお知らせ】 

玉川文化センター書道教室 展 
 

2/3（月）～2/10（月) 
3階 

   彩遊会 作品 展 
 

  2/12（水）～2/24（月) 
1～3階 

 ギャラリー 

いのっこ 

 ◇◇ コミセン活用術 ◇◇ 

空き室の状況は、コミセンのホームページで確認できます。 
・トップページ左側の『空室状況』をクリックして下さい。 
・最新の空き室状況が、ＰＤＦ版でご確認出来ます。 
・スマートホンでもご覧になれます。 

～ 年初め恒例のコンサート、今年も大盛況！ ～  
１月５日（日）の午後、アイランドウインドオーケストラによる『ニューイヤーコンサート』を開催 
しました。会場は大入り満員で、吹奏楽の華やかな音楽で新春のひとときを楽しみました 。 
また、アンコールの｢見上げてごらん夜の星を｣では、聴衆の歌も加わり盛り上がりました。 

【第1部】坂本九・美空ひばり ステージ: ｢上を向いて歩こう｣ 、楽器紹介（木管楽器）、｢見上げてごら 
        ん夜の星を｣、｢川の流れのように｣、｢明日があるさ｣   

【第2部】吹奏楽オリジナルステージ:｢ルパン三世のテーマ  スカver. ｣ 、楽器紹介（金管楽器・打楽器） 
              ｢君の瞳に恋してる｣ 、｢ルージュの伝言｣ 、 ｢パプリカ｣、 ｢オーメンズオブラブ｣  

第１部 舞台 第２部 舞台ＵＰ 会場風景 第２部 舞台 



  

≪ 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 

 編集後記    

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

｢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23１号 2020年2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 2/１１（火） ● 

～ 喫茶コーナーより ～ 

 今後の活動など 

｢笑う亭｣は勿論のこと、老人
会ほか、自分で企画している
会も継続して続けていきたい
と思います。また新しい噺と
し て、江 戸落語 の ｢火 焔太 
鼓｣に挑戦したいですね。 昨年の噺は｢ちりとてちん｣ 

広報委員やスタッフの日々の奮闘を間近に見ながら、少

しでもそれに応えられるようにと思い、企画に取り組ん

でいます。いのっこや広報のチラシを見られたお客様か

ら、催しに関心を持っていただいたり、｢素敵ですね｣と

お褒めの言葉をいただくと、とても嬉しいです。 Y.M       

menu 

笑う亭 

コミセンの年末恒例のビッグイベント｢笑う亭｣も昨年の開催で14回となりました。その中で第3回から12回連続
で出演、毎回絶妙の語り口とメリハリのあるジェスチャーで会場を沸かせる粋花さんにお話しを伺いました。 

       やはり、あの会場の大きさ、お客様の    
         人数は相当のプレッシャーですが、 
        皆さんよく笑っていただけるので 
         有り難い限りです。｢笑う亭｣が終 
         われば、今年もよく頑張ったな～と   
        つくづく思います。次回また違う噺 
                   を覚えて、やりたいと思います。 

落語を始めたきっかけ   ｢笑う亭」に出演して 

爪田家 粋花さん 

大学受験当時、ひたすらラジオの深夜放送で桂三
枝さんの落語を聞いていました。そして関大入学
後、当然のように落研に入部しました。 

 好きな落語家は？ 

ズバリ、桂枝雀さん。彼の小米時代の落語は自分
にとってまさに教科書のような存在です。落語と
同じく漫才も大好きで、いとし・こいし、ダイマ
ル・ラケットなどを聞きながら寝ています。(笑) 

見せて、聞かせて、笑わせる！  

地図 
90ｘ59 亥の子谷 
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※山田コミュニティスペース 
   連絡先： 06-6878-7201   

西山田小学校 

西山田中学校 


