
亥の子谷コミュニティセンターニュース 

4月11日（土）  
うたごえCafe 

4月26日（日） ロビーコンサート 
     「ボサノヴァ」  

5月10日（日） 定期会員総会 

5月24日（日） ロビーコンサート 
     「ポップス」 

6月14日（日） 大正琴でうたごえ 

6月28日（日） ロビーコンサート 
   「ミュージック アラカルト」 

7月11日（土）  
うたごえCafe 

7月26日（日） ロビーコンサート 
     「ウクレレハワイアン」  

8月2日（日） ハワイアン 
            フラ フェ 

8月23日（日） ロビーコンサート 
「女声コーラス＆鍵盤ハーモニカ」 

9月27日（日） ロビーコンサート 
      「ジャズコンボ」 

10月10日（土）  
うたごえCafe 

10月25日（日） ロビーコンサート 
    「大正琴アンサンブル」  

11月14日（土） 15日（日） 
    ～ いのっこ祭 ～ 

12月6日（日） いのっこ笑う亭 

12月27日（日） ロビーコンサート 
  「ハンドベルと女声コーラス」 

1月10日（日）  
ニューイヤーコンサート 

1月24日（日） ロビーコンサート 
     「藤圭子伝説」  

1月23日（土） うたごえCafe 

2月28日（日） ロビーコンサート 
     「三味線とオカリナ」 

3月28日（日） ロビーコンサート 
     「ジャズ＆ポップス」 

4月25日（日） アフタヌーンコンサート 
     「ボサノヴァ」  

5月15日（土） 定期会員総会 

5月23日（日） アフタヌーンコンサート 
     「J-ポップ デュオ」 

6月27日（日） アフタヌーンコンサート 
     「ミュージック アラカルト」 

spring summer 

autumn winter 

7月10日（土） うたごえ広場 

7月25日（日） アフタヌーンコンサート 
     「ウクレレハワイアン」  

8月22日（日） アフタヌーンコンサート 
 「女声コーラス＆鍵盤ハーモニカ」 

9月26日（日） アフタヌーンコンサート 
       「ジャズコンボ」 

2021年度 主要イベントカレンダー 

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 

8月1日（日） ハワイアン・フラ・フェスタ  

10月2日（土） うたごえ広場 

10月24日（日） アフタヌーンコンサート 
     「大正琴アンサンブル」  

12月26日（日） アフタヌーンコンサート 
    「ハンドベル・女声コーラス」 

11月13日（土）、14日（日） 
 ～  いのっこ祭  ～ 

1月 9日（日） ニューイヤーコンサート 

1月23日（日） アフタヌーンコンサート 
     「藤圭子伝説」  

3月27日（日） アフタヌーンコンサート 
       「ジャズ＆ポップス」 

12月 5日（日） いのっこ笑う亭 
2月27日（日） アフタヌーンコンサート 
      「男声コーラス」  

1月22日（土） うたごえ広場 



亥の子谷コミュニティセンターでは、皆様に少しでも安心してご利用いただくために様々な新型コロナ 

ウイルス感染症対策を実施しております。ご来館の際はマスクの着用、手指消毒等のご協力よろしくお

願いいたします。 

アクリル板の設置（受付） ペダル式手指消毒用スプレーの配置 

部屋の換気 大阪コロナ追跡システム ソーシャルディスタンス 

アクリル板の設置（駐車場側） 

｢ ｣

亥の子谷公園から見たコミュニティセンター。もうすぐ春‼  桜の開花も待ち遠しい今日この頃です。 

コミセンでは、新しく何かを始めたい方、趣味を増やしたい方のた
めに、当施設を定期的にご利用いただいているサークル、同好会等
の活動内容や連絡先などを紹介する「サークル情報」を用意してい
ます。ご希望の方は気軽にスタッフにお声かけください。より充実
した毎日が待っているかもしれませんよ。           
（現在52団体の情報を公開中） 

令和　　　年　　　月　　　日

人数

①

②

③

④ 情報公開は希望しない

代表者連絡先を教えても良い

希望者の連絡先を教えて貰えばこちらから連絡します

（携帯）

活動内容
及びＰＲ

団体名称

連絡先

電話番号 （自宅）

活動日時（曜日）

情報公開

希望項目に〇を
つけてください

※複数選択可

コミセン利用時に見学可



 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 

【会員特典】 
★毎月月末に情報誌「いのっこ」と 
  「会員だより」が、ご自宅に届きます。 
★毎月いちはやく、講座・イベントがわかります。 

★会員優先の講座・イベントがあります。 

年会費は１０００円です。更新手続きもお早めに‼ 

 会員になって、地域のふれあいの場に参加しませんか？ 

【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 

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
窓口へ 

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？ 

伝 承 遊 び  
 永く伝えられている日本の良き 
   遊びを思い出し楽しむ会 

3/20(土) 
13:00～ 
 15:00 

２階 
多目的ホール 

30人 
無料 

電話または
窓口へ 

3/1(月)～ 

主催：健康づくり・スポーツ部会    
講師：田崎 公司 さん 

世代間の交流を深めましょう。一人 

参加も可、お孫さんの参加も可です。 

第1回  アフタヌーンコンサート  

ジャズ＆ポップス  

3/28(日) 
14:00～ 
 15:00 

２階 
多目的ホール 

80人 
無料 

電話または
窓口へ 

3/1(月)～ 

出演：Swing Fellows  

スタンダードジャズと、懐かしいポ 
ップスで綴るひとときを、お楽しみ 
ください。  

人生を楽しむ呼吸法  
& 

マッサージ  

4/5(月) 
10:00～ 
 12:00 

２階 
多目的ホール 

35人 
100円 

往復はがき 
3/22(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、 

元気な体作りを。ずっと自分の足で 

歩くために。 

〈4回連続講座〉  

おやこリズムたいそう 
（対象：0歳～未就園児と保護者） 

4/27･5/25 
6/22･7/27 
 (各火） 
10:30～ 
 11:30 

２階 
多目的ホール 
親子20組 
400円 

往復はがき 
4/14(水) 
必着 

講師：楽 ようこ さん 

音楽に合わせて、身体を動かしたり

踊ったりしましょう。絵本を見たり 

手遊びや造形あそびも楽しみます。 

3月2日（火）休館の場合は4月6日（火）に実施します 

3月20日(土)～28日(日) 

2階･3階ギャラリー 

 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✤ 

ホット･フォトクラブ 
■第 2 1回  写真展■  

  3月12日(金)～19日(金) 

   3階ギャラリー。 

 



   編 集 後 記  

一年のイベントを広報委員会を通して地域のコミュニ

ティに積極的に加われるとワクワクしながらの参画でし

たが、４月開始と共にコロナ感染でイベントの中止が相

次ぎ、毎月の誌面作りは苦労の連続でした。ただ振り返

ればそれらの苦労も貴重な経験となりました。岡野 武史               

｢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243号 2021年3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  3/ 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 ～ 

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 

朗 読 工 房 

     内本町のコミセンで朗読工房主宰の大  
     橋文江先生に出会い、聞き手が素直  
     に話に聞き入る為の技術を磨き、心  
     に届く朗読を心がけて、現在に至っ 
     ています。当コミセンでは、｢朗読工  
    房いのこ教室｣の講師を任され、11年目 
になります。ボランティア活動では、｢きしべ  
文庫｣の世話人として大好きな絵本に触れ、｢旧 
中西家住宅｣の案内人としては、壮大な歴史の  
ロマンに心躍らせています。更  
に、朗読工房のメンバーと老人 
ホームや児童センターなどで、  
またきしべ文庫の仲間と近隣の  
小学校でも読み語りの活動を行  
っています。 

～パンジー便り～ 
現在、コミセン花壇は、 
パンジー、ジュリアン、 
ビオラ等、色とりどりの 
お花が、寒さの中ひっ 
そりと咲いています。 
お近くにお越しの際は 
ぜひご覧ください。 
～コミセン園芸部～ 

活動状況 読書への誘い 

小学校の朝の読み語りは、｢伝えたい｣読み手
の意思と｢聞きたい｣気持ちが、一つになって
成立する壊れ易い風船の様なものです。はじ
めは落ち着きのない子が、次第に物語に聞き
入り魅了されていく事もしばしば。読み語り
による喜怒哀楽の感情の疑似体験が、心を耕
し強くし、読書への誘い・入り口になればと
願ってやみません。  

朗読工房２５周年の記念朗読祭｢言葉紡いで
四半世紀｣が、今年9月にメイシアター大ホー 
ルで開催予定です。初めての方もそうでない
方も、一度私達の朗読に、耳を傾けてみませ
んか？（詳しくは市報等で）  

 朗読工房２５周年 

     

村西 菊代さん 
  
当コミュニティセンター創立２０周年記念式典の司会を務めて頂き、｢私の日本語は、『秘密の花園』の訳をされた
村岡花子さんの影響を受けているかも」とお話しになる村西菊代さんにお話を伺いました。 

お詫びと訂正：先月号いのっこギャラリー紹介のコーナーの「書道サークルいのこ村」の日程が間違っておりました。 
       上記に訂正掲載し、再度ご案内いたします。皆様にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。 
 


