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ロビーコンサート 
改め 

アフタヌーンコンサート 

3密回避！ 
感染症対策バッチリ！ 

social   

distance 

       ～今後の予定～ 

 第1回 2月14日（日）14時「三味線とオカリナ」 

第2回 3月28日（日）14時「スイングフェローズ」 



コミセン 

写真満載、カラフルな誌面 

創立20周年記念誌は、もう御覧になりましたか？ 

  昨年11月14日の創立20周年記念式典での配布を目指して編集されたのが、左 

   の写真の記念誌です。A4サイズの28ページに、コミセンの20年の歩みから 

    始まって、いのっこ祭はもちろんのこと、コミセンで開催した講座やイベント 

    の数々、またコミセンを拠点にしている各部会の活動の模様など、沢山の写 

    真を交えて紹介しています。なんと刊行の10か月前の1月から、記念誌の編 

    集委員会を立ちあげて、総勢9名の編集委員が月1回の編集会議で｢あーでもな 

  い｣｢こーでもない｣と議論を積み重ね、意見を出し合った末に、ようやく完成と 

なった記念誌です。協議会会員の方には、もれなく1部づつ配布していますので、 

まだお持ちでない方はコミセン事務局までお越しください。 

 クリスマス寄せ植え講座      11/26  講師：光村 庄司 さん （フローリスト ローズグローブ代表）   

紅葉が見頃を迎えた晴天の日、人気の｢クリスマス寄せ植え講座｣が、12名の参加で開講されました。6種 

類のお花（エリカ、カルーナブルガリス、イベリス、ビオラ、ディコンドラ、ミニバラ）に加えて、白樺 

の枝と松かさを使用して、英国式寄せ植えの独特なデザインと優雅な表現方法を体験しました。 先生から 

お花についての知識やアドバイスもいただきながら、｢自分一人ではできない素晴らしい寄せ植えが出来上            

がりました｣と大満足の皆さんでした。 

クリスマスを彩る 

鉢植えが完成し、 

素敵なクリスマス 

を迎えられたこと 

でしょう。                     

 おしゃれなしめ飾り              12/2  講師：羽田 真理子 さん （フラワーアーティスト）   

         2020年の締めくくりの講座となりました。いろいろな飾りを素敵にアレンジし、オリジナ 

                     ルのしめ飾りづくりにチャレンジしました。不安な日々が続いておりますが、おしゃれな 

                     手作りのしめ飾りはお正月を華やかに彩ってくれることと思います。参加者の皆さんはこ 

                     の1年が良い年になることを祈りつつ、和気あいあいとした雰囲気で取り組んでいらっしゃ 

                    いました。先生の丁寧 

                  なご指導で｢素敵なしめ 

飾りができ、今から玄関に飾るのが 

とても楽しみです｣｢楽しく作ること 

ができ、大満足です」等の感想をい 

ただきました。             
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講座・イベントのお申込みについては、直接

受付で対応する場合、電話で先着順となる場

合、往復はがきでの応募となる場合がありま

す。今回は往復はがきでの応募方法を右に紹

介します。返信部分にご希望の講座名等、住

所、氏名（ふりがな）、電話番号を記入の上

コミセン宛にお送りください。 

なお、電話番号が未記入の場合は不備のハガ

キとなりますのでご注意ください。 
 

＜往復はがきの記入例＞ 
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 3面 色付け 
表 頭 ：グリーン  表背景：パステルグリーン 
ギャラリー：水色    臨 時：黄色 

【これからの講座・イベントのお知らせ】 

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  

三味線とオカリナ 

2/14(日) 
14:00～ 
 15:00 

２階 
多目的ホール 

80人 
無料 

電話または
窓口 

2/1(月)～ 

出演：日本民謡 円の会      
    オカリナ 山地 潤子さん 

三味線とオカリナのコラボで民謡や歌唱 
などをお楽しみください。  

 

マンションの高齢化 ! 
 建物の老朽化、住民の高齢化に 

   いかに対処していくか。  

3/2(火) 
10:00～ 
 12:00 

２階 
多目的ホール 

40人 
無料 

電話または
窓口 

2/1(月)～ 

主催：くらし・情報部会 
講師：田中 建治 さん 
   （マンション管理士、1級建築士） 
・築40年前後のマンションの老朽化！ 
・居住者の高齢化と管理社会の在り方！ 
・建替えは出来るの？ 

プリザーブドフラワー 

アレンジ 

3/3(水) 
10:00～ 
 12:00 

３階 
会議室 
15人 
2000円 

往復はがき 
2/17(水) 
必着 

講師：多田 広美 さん 

 （プリザーブドフラワー教室 Story主宰） 

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。 

シニア向け 

スマホ体験講座 
超簡単シンプルスマホ体験教室 

3/17(水) 
13:30～ 
 15:30 

３階 
会議室 
15人 
無料 

往復はがき 
3/3(水) 
必着 

講師：スマートフォンアドバイザー    

スマートフォンを使った事のない方を対象
とした講座です。人気のシンプルスマホを
1人１台貸し出します。 

               

書道サークルいのこ村 
✤書道作品・硬筆作品展✤ 

玉川文化センター 
書道教室展                     ギャラリー 

いのっこ 

2月1日(月)～8日(月) 
3階ギャラリー 

2月12日(金)～25日(木) 
3階ギャラリー 

 選考方法 : 一次（履歴書・作文）・二次（面接） 

 応募方法 : スタッフ応募 と明記し、 履歴書及び作文｢わたしの考えるコミュニティづくり｣(400字程度) 

                を 亥の子谷コミュニティ協議会に持参または郵送。 

 

募集対象：コミュニティスタッフ 若干名 

受付期間：令和3年2月27日(土)必着        

勤務期間：令和3年4月1日から1年間 

     （5年を超えない範囲で再雇用可） 

勤務時間：午前8時30分～午後10時まで。1日実働6時間2交代。 

                 土日・祝日の勤務あり。3日程度の変則勤務。 

定      年：７０歳 

報      酬：職員報酬支給内規による。通勤手当なし。 

仕事内容：窓口業務、事業の運営等（パソコン経験のある方） 
  

※ 詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。 

 選考方法 : 一次（履歴書・作文）・二次（面接） 

 応募方法 : スタッフ応募 と明記し、 履歴書及び作文｢わたしの考えるコミュニティづくり｣(400字程度) 

                を 亥の子谷コミュニティ協議会に持参または郵送。 

 



   編 集 後 記  

地域の皆さんと、コミセンをつなぐ広報誌『いのっこ』

の編集に携わって3年目を迎えました。正確な新しい情 

報をお伝えしていくこと、楽しく生き生きとした行事の

報告をすることが大事だと思っています。より愛される

『いのっこ』を目指して精進します。   石谷 裕子               

｢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242号 2021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/ 9(火)  

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

 ≪ 施設の使用料金表 ≫（現在、定員は表記の半数です）  

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 ～ 

～講座の様子～ 

地図 
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西山田小学校 

西山田中学校 

おしゃれなしめ飾り 
   は だ ま   り   こ 

羽田 真理子さん 
 
ブーケ、コサージュ、アーティフィシャルフラワー、テーブルフラワ―等どのようなお花も手がける、コミセン初
登場の講座「おしゃれなしめ飾り」の講師で、Flower Artist mimi styleの羽田真理子さんにお話を伺いました。 

お花と共に 

      生花を始めて以来、お花との付き合いは 
     数十年です。今や生活の一部に定着して 
     います。大好きなテニスも忘れず楽しみ 
     多忙な毎日ですが、充実した生活です。 
     目指すは、｢健康で、高齢化社会をエン 
    ジョイする事｣です。動と静、頭を使って、
指先も使って、体も使って、元気な高齢者を目指し
ていきます。 

地域に～ 

介護職の資格を持ち経験もあり、高 
齢者の方々と、お花を通じて交流が 
続いています。人と関わる事が好き、 
人間が好き。無理せず自然体で、地 
域貢献・還元を目指しています。 

しめ飾り 

講座のしめ飾りは、市販の材料と2か 
月前から準備した手作りのレインボー 
フラワー等のお花を、ワイヤーで組み 
立て、一つの作品に仕上げました。皆 
さんの作品は、材料は同じでもバラン 
ス次第で、出来上がる作品は違いがあ 
り、個性が光っていました。 

 魅 力 

好きなお花に携わる事に、何より幸せを感じま 
す。より素敵に可愛らしく、常にTPOにあった
お花を目指しています。自分らしくデザインし
ビジネスというより、お客様の依頼に適した作
品を作り上げる事、喜んで頂ける事が最大の魅
力です。 

～しめ飾り～ 

～シクラメン便り～ 
鉢植えのシクラメンをプラ 
ンターとオリーブの鉢に植
え替えました。寒さの中、 
頑張って咲いています。 
コミセン近くにお越しの際 

は、どうぞご覧ください。  
 ～コミセン園芸部～ 


