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亥の子谷コミュニティ協議会 

 会 長  井 本 則 夫 
新年、明けましておめでとうございます。 

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響で十分な活動をすることが出来ませんで

したが、創立２０周年記念式典は来賓・参加者等の人数制限の中、後藤市長の祝辞

もいただき盛大に挙行することが出来ました。本当にありがとうございました。 

新しい年を迎え、今年一年が平穏で良い年になることを願ってやみません。コミセ

ンも３０年・５０年に向かって新たな一歩を踏み出しました。「ひと・まち・ふれ

あい」をスローガンに掲げ、新しい地域コミュニティを築いていかなければなりま

せん。密を避けオンライン全盛の社会ですが、このような時代にこそソーシャル

ディスタンスを心がけたコミュニティ作りが必要になると思います。人が出会い、

ふれあいがあり、心豊かな街が生まれる。このような活動こそが当コミセンが目指

す本来の役割ではないかと考えております。 

    本年もよろしくご指導・ご協力の程お願い申し上げますと共に、皆様に 

     とって素晴らしい年になりますよう祈念し、年頭のご挨拶とさせていた 

     だきます。 



【講座・イベント報告】 

 人生を楽しむ呼吸法＆マッサージ    11/16 講師：西原 由美子 さん（YOU-ME気功体操研究会代表）   

 創立20周年記念式典  

去る11月14日（土）2F多目的ホールにて亥の子谷コミュニティ協議会創立20周年記念式典を開催させ
ていただきました。式典では山田青少年ニューウインドオーケストラによるオープニングセレモニーか
ら始まり、協議会井本会長、吹田市議会木村議長、後藤市長のご挨拶の後、記念講演会として“麒麟”

の田村裕さんにご講演をいただきました。 

協議会井本会長 

 山田青少年ニューウインドオーケストラ    ①吹田市民の歌 ②北島三郎「まつり」 受付風景 

市議会木村議長 会場風景 

 プリザーブドフラワーアレンジ   11/18  講師：多田 広美 さん(プリザーブドフラワー教室 Story主宰)  

             プリザーブドフラワーとは生花にオーガニック系の染料を吸わせ、特殊な加工を施すことで 

                    ナチュラルな姿や風合い、鮮やかな花色を長期間にわたって保つ加工花のことです。バラ 

         が一番美しく咲いた時に加工され保存されたプリザーブドフラワー。色とりどりのバラの 

                  花から選んだ3輪を中心として、向きや高さに注意しながらアレンジしていきます。まわり 

           にアジサイ、カスミ草を挿していき、最後にリボンやパールを挿して完成です。参加者の皆 

さんは、配置や形、色合いに気を 

使いながら、心を込めてバランス 

よく仕上げていきました。「また 

参加したいです」と嬉しい感想も 

頂きました。 

       毎回大人気の講座ですが、今年度はコロナ禍の下、十分な感染対策を施して開催しました。 

        十分な間隔を取るため参加者の人数も限らせていただき、合計３３名での実施となりまし 

         た。参加された皆様からは｢ずっと楽しみにしていました｣｢身も心も軽くなりました｣ 

                     ｢呼吸法の色々な方法が聞けて良かったです｣｢家に閉じこもることが多い中、体を動かす 

                   ことができて良かったです｣等の声が聞かれました。健康寿命を延ばすといわれている気功 

                   体操は呼吸を意識しながら行う 

全身運動です。分かりやすく楽しいご指導に 

会場は瞬く間に和気あいあい。元気一杯の先 

生からパワーもいただいた皆さんは明るい笑 

顔で会場を後にされました。                     
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【これからの講座・イベントのお知らせ】 

後藤市長 後藤市長と田村さんの絶妙なトーク  “麒麟”田村さんによる記念講演の模様 

大川実行委員長 花束贈呈 

コロナ禍の中、感染症対策の実施のために出席者の人数を限らせていただき、創立20周年記念式典を
挙行することができました。皆様のご理解・ご協力に感謝申し上げます。 

来賓の皆様 司会 村西菊代さん 

イベント・講座 開催日時 
会場・定員 

費用 申込み 出演・内容 

第１回  アフタヌーンコンサート  

藤  圭子伝説  
～今、よみがえる魂の歌～ 

1/24(日) 
14:00～ 
 15:00 

２階 
多目的ホール 

80人 
無料 

電話または
窓口 

1/4(月)～ 

出演：北本 亜紀(Vo) 
           川崎 忠洋(Ts) 阿部 泰也(Tp)  
           中村 明利(P) 市原 宏一(Eb) 

       乾 幾二(Dr) 中川 由美子(Syn)  

藤圭子の世界を迫力のサウンドで！ 

人生を楽しむ呼吸法  
& 

マッサージ  

2/1(月) 
10:00～ 
 12:00 

２階 
多目的ホール 

35人 
100円 

往復はがき 
1/18(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。 

ビデオ編集入門講座 
～ 初 心 者 対 象 ～  

2/3･10 
 17･24 
(各水) 
19:00～ 
 21:00 

３階 
会議室 
5人程度 
1000円 

往復はがき 
1/22(金) 
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・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。 

文芸講座 

「伊勢物語・絵を読む」 
～ 業 平 の 恋 ③ ④ ～  

2/6･13 
(各土) 
10:00～ 
 12:00 

３階 
会議室 
15人 
500円 

往復はがき 
1/23(土) 
必着 

講師：塩見 一仁 さん 

日本最古の歌物語とされる『伊勢物語』
の絵を読み解きます。 

〈3回連続講座〉  

冬のアロマテラピー 
レッスン 

2/17･24 
3/3(各水) 
13:30～ 
 15:30 

３階 
会議室 
15人 

1500円 

往復はがき 
2/3(水) 
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。 
すぐに使える実習つきです。 



   編 集 後 記  

あけましておめでとうございます。編集後記が復活しま 

す。広報メンバー10名（スタッフも含む）が、毎月｢い 

のっこ｣の編集を通じて、さまざまな思いや感じたこと 

（主観もあり）を、自由に文書にしたスペースです。こ

れは、広報委員になると得られる特典です。 築野 哲徳              

｢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241号 2021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。）  

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 年末年始 12/ 29(火)～1/3(日)・ 1/12(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 ～ 

プリザーブドフラワーアレンジ 
     た だ      ひろみ 

多田 広美さん 
 
ラブリー大好き！ピンク大好き！コミセン初登場の講座｢プリザーブドフラワーアレンジ｣ の講師で、プリザーブド
フラワー＆マカロンタワーの教室『Story(ストーリー)』主宰の多田広美さんにお話を伺いました。 
 

    子育てが終わり、自由な時間を手に入れ 
      可愛い物・ラブリーな物を模索してい 
      る時に出会ったプリザ。お教室が東京 
      だけでなく、兵庫県にもあり、さっそ 
     く飛びつき、以来プリザの魅力にどっ 
           ぷりとはまっています。 

きっかけ 

プリザーブドフラワーアレンジとは？ 

プリザーブドフラワーアレンジと 
は、画期的な｢枯れない｣お花を 
使用するフラワーアレンジメン 
トの事です。繊細な取り扱いが 
必要で少々高価ですが、水やり 
不要で、世界に一つだけのお花 
を作ることが出来ます。 

途上～ 

プリザを始めて6年目。各地で開催されるワーク
ショップ等に積極的に参加していますが、まだ結
果が出せないのが現状です。間もなく新しくお教
室を移転して、プリザの認知度を広め、更なる飛
躍を目指していく予定です。 

プリザを通じて！ 

プリザのお花に囲まれて、作品作
りをしていると、無になれます。
生徒さんに、癒される楽しい時間
と空間を提供して、多くの人と繋
がって私自身も楽しみたいです。
最近では、指先の作業が、認知症
予防にも良いと、静かなブームを
迎えつつあるプリザです。 ～講座の作品～ ～講座風景～ 
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