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20周年記念式典

詳細は2面

日時：11月14日（土）10時開始

☆記念講演会は10時半頃から1時間予定

場所：コミュニティセンター2F 多目的ホール



協議会運営委員 挨拶

山田コミュニティスペース
運営委員長 大川 幸子 企画委員長 倉沢 清子 広報委員長 築野 哲徳

２０周年記念式典要綱
☆ タイムテーブル

11月14日（土）

9：30 開場
10：00 スタート

山田青少年ニューウインドオーケストラによる
オープンセレモニー

10：20 協議会会長、来賓、後藤市長挨拶
10：40 記念講演会（田村裕さん）
11：50 閉会

☆ 参加申込み 定員４０人（会員様限定）

往復はがきに住所、電話、氏名を明記して事務局まで。《10/20（火）必着》
応募多数の場合、抽選になります。※ はがき１枚で１名のお申込みです。

☆ 記念講演会

～ 麒麟 田村裕さん プロフィール ～

1979年吹田生まれ。芸人を志し20歳の時、吉本興業の養成所で知り合った川島明と漫
才コンビ「麒麟」を結成。2001年の第1回M－1グランプリで当時無名ながら決勝進
出を果たし、いっきに知名度をあげる。2006年頃から自身の学生時代からの貧乏エピ
ソードを「笑いの金メダル」や「人志松本のすべらない話」など様々なテレビ番組で話
すようになり、その悲惨すぎる生い立ちに世間から注目を集めるようになる。そして、
話題となった自身の貧乏エピソードを執筆した著書「ホームレス中学生」(ワニブックス)

が200万部を超えるベストセラーとなり、TVドラマや映画、漫画にもなるなど多角的に
展開された。また無類のバスケット通としても知られ、バスケチームのプロデュースや指導にもあた
りお笑い芸人に留まらずスポーツマンとしても活動の場を広げている。

コミセンの広報誌

「いのっこ」と関

わるようになっ

てあっという間

に７年。（年は

とりたくない！）

世界中で広がる新型コロナ感染

は、私たちの日常生活すべての

分野で制約を受け、初めて体験

するコミセンの休館。「いのっ

こ祭」やイベント・講座の中止。

それに伴い「いのっこ」の休刊

（６月）も。２０年の歩みで積

み上げられた「いのっこ」の休

刊は、できる限り避けたい思い

です。会員さんに毎月届けられ

る「いのっこ」は、これからも

協議会と各部会の仲間の皆さん

のご協力も得ながら、読まれる

広報誌作りへ努力します。

西山田地区代表と
してコミセンに参

加して8年目を迎

え、今年度で役員

の任期 は終わりと
なります。今年度か

ら亥の子谷コミセンの担当する

山田コミュニティスペースが活

動を始め、活動委員会が発足し
委員長として活動をさせていた

だいています。コミセンでは、
4年目から今年の5月までは協

議会の会長としてスタッフの皆

様・役員の皆様のご協力を得て

無事に次の方に引き継ぐことが
できました。残り1年となりま

した。コロナ禍で、何もできま
せんが20周年の記念式典も予

定しています。皆様と楽しめた
らうれしいです。

内本町に続き２館
目として建設され

た亥の子谷コミ

センも、この春

21年目となりま
した。暮らしの身

近な場で、市民が共に楽しみ支

え合う地域のコミュニティづく

りの拠点として設立され、今で
は地域の文化と交流、学習の拠

点施設として活発に利用されて

います。私も設立当時から、子

育て・共生部会に関わってきま
した。今年度は企画委員長とし

て運営に携わることになりまし
た。コロナ禍で講座やイベント

の企画・運営に困難があります
が、文化やコミュニティ活動の

灯が消えることのないよう皆さ
んと力を合わせて参りますので

どうか宜しくお願い致します。



亥の子谷コミュニティ協議会
２０周年記念誌の発行について（予告）

☆ 発行日 ・・・・・ 11月14日（土）20周年記念式典での発行・配布
☆ 配布先 ・・・・・ 全会員の皆様
☆ 配布方法 ・・・・・ 会員の皆様には11月14日（土）の記念式典以降、

当コミュニティセンター窓口にてお渡しします
☆ 内容 ・・・・・ 亥の子谷コミュニティ協議会の歩み・協議会事業の紹介など

ひと・まち・ふれあい

2010～2019

2020年11月発行

亥の子谷コミュニティ協議会
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お楽しみに ‼

イベント・講座 開催日時
会場・定員

費用 申込み 出演・内容

人生を楽しむ呼吸法
&

マッサージ

11/16(月)
10:00～
12:00

２階
多目的ホール

35人
100円

往復はがき
11/2(月)
必着

講師：西原 由美子 さん

（YOU-ME気功体操研究会代表）

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。

ク リ ス マ ス

寄 せ 植 え 講 座

11/26(木)
10:00～
12:00

３階
創作室
12人

2500円

往復はがき
11/12(木)

必着

講師 : 光村 庄司 さん

（フローリスト ローズグローブ代表）

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。

【これからの講座・イベントのお知らせ】

まだ会員になられていない方へ

※会員ご登録に関しましてはコミセン窓口までお越しください。

★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」「会員だより」がご自宅
に届きます。

★年会費(令和２年4月～令和３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。

会員になって、地域のふれあいの場に参加しませんか？

≪亥の子谷デイ作品展≫

10/5(月)～17 (土)

於：3Fギャラリー

亥の子谷デイサービスセンター
ご利用の方々の

～書道やぬりえ等の作品展～



｢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238号 2020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 10/13（火）

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

≪ 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 1500円 2000円 2000円

料理実習室 20 1400円 1900円 1900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 1200円 1200円

音楽室 26 1100円 1500円 1500円

多目的ホール
（舞台使用時）

椅子席
210席

5200円 7000円 7000円

多目的ホール
（舞台使用無）

机席
132席

3700円 4900円 4900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 ～

市民自治推進室 職員

吹田市市役所土木部・下水道部等に勤務され、6年前より内本町コミュニティセンターに、そしてこの4月より
亥の子谷コミュニティセンターとの兼務として着任されました井口 秀幸さんにお話を伺いました。

コミュニティセンターの施設が、支障
なく運営できるように維持・補修を
する事、そしてコミセンスタッフと
連携し、吹田市との調整・パイプ役
が主な業務です。当センターでは、

週に2日の勤務です。

コミセンでのお仕事 ご利用者の方々へ

地域の方々に、広く開放したスペースの拠点とし
て、当コミセンを大いに利用して欲しいと思いま
す。若年層の方々をより多く呼び込み、幅広い年
齢層の方々に、広くご利用してもらう事を希望し
ます。団らんコーナーのご利用は、子ども達の勉
強の場として、気軽に立ち寄る事の出来るゆとり
のスペースとして活用してもらえれば、地域活動
の活性化・若い人達との連携もよりスムーズにい
くのではないかと考えます。

menu

※ 山田コミュニティスペース利用案内※

［休館日］月曜日､祝日の翌日､年末年始 ［開館時間］10時～17時

１．貸 室 … 予約制、「使用届書」に住所・氏名を記入

①１階多目的ルーム1（80㎡） ②１階多目的ルーム2（60㎡）
③１階調理室（23㎡） ④２階集会室（22㎡）
２．フリースペース … 事前予約不要、「個人使用届」を提出

①２階交流ルーム（80㎡） ②屋外交流広場
［連絡先］ ☎6878-7201

地図
90ｘ59亥の子谷

コミュニティ
センター

文

文

山田コミュニティ
スペース

西山田小学校

西山田中学校

第一印象は、｢明るい職場だ｣と
思いました。スタッフはとても
朗らかで仕事熱心です。
『一味同心』（いちみどうしん：
同じ目的をもって集まり、心を
一つにすること）にして仕事を
していると感じました。

いぐち ひでゆき

井口 秀幸さん

コミセンに着任して～


