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亥の子谷コミュニティセンターニュース 

By Swing Fellows 

次回 ボサノヴァライブ 
日時 4月25日（日)   １４：００～15:00 
場所 亥の子谷コミュニティセンター＠多目的ホール 



3月9日(火)、今年もコミセンの消防訓練を実施しました。火災発生時にご利用者
の皆様の安全確保・安全誘導のため、また自分自身の身を守るため、全職員が真
剣に取り組みました。 

非常放送設備を使い館内放送 

第1回 アフタヌーンコンサート JAZZ & POPS       3/28           出演：スイングフェローズ    

伝承遊び   3/20  主催：健康づくり・スポーツ部会 

                            講師：  田崎 公司 さん（大阪商業大学）  

シニア向けスマホ体験講座  3/17 

 講師：ソフトバンク スマホアドバイザー  

消火器を使っての消火訓練 ポータブル発電機の説明 防災DVD鑑賞 

スマホを使ったことのないシニアの方 

を対象とした講座を初開催しました。 

シニアの方のニーズは予想以上に高く 

定員15名のところ、なんと70名以上 

の応募がありました。抽選を勝ち抜い 

た幸運な参加者の皆さんは基本機能の操作方法等、    

         真剣かつ楽しく取り組んでい 

         らっしゃいました。今後も継 

         続して講座開設して欲しいと 

         のご要望が多くありました。 

               
ギャラリーいのっこ 

報告 

書道サークルいのこ村 作品展 

3/12(金)～3/19(金)   ３階 

      40名の参加で、前半は講師より｢遊 

       ぶ｣｢学ぶ｣の語源を通して、｢共に子 

      どもを成長させる｣という事を学びま 

               した。久しぶりに大学の講義を聞いた 

感じでした。後半は、｢桃太郎さん｣｢アブラハム 

の子｣で体をほぐし、｢むす 

んでひらいて｣や一人遊び 

のあやとり･お手玉等、昔 

懐かしい遊びで、参加者全 

員が楽しみました。 

素敵な書道作品の出展 
ありがとうございました 

                                                              

コロナ禍で延期が続いた第１回アフタヌーンコンサート(旧ロビーコンサート)が、小雨降る 

中６４名のご参加で、遂に開催されました。オープニングは、井上さん･梶さんらによる 

お洒落なジャズ演奏での｢鈴懸の径｣に始まり、今回のテーマは歌･音楽での旅への誘いで 

す。麻生さんの伸びやかな声で「A列車で行こう」｢バードランドの子守唄」等、歌の旅 

は続き、内田さんのボーカルで｢いい日旅立ち｣。そして｢恋のバカンス｣では、麻生さんと 

        内田さんの素敵なデュオを堪能。途中で部屋の換気休憩も 

        入って、コロナ対策も万全の中、ラストは希望を感じる歌 

        ｢What a wonderful world｣でお客様も大満足の様子。 

        コロナ禍で鬱々とした気分も吹き飛んだ事でしょう。 

        次回は、4月25日（日）14：00～です。お楽しみに！！        

                     

    麻生 優佳さん(V（Ｖｏ）･境 ちせこさん（Ｐ）･内田 美栄さん（Ｖｏ&Ｐｅｒ）･堀 秀雄さん（Ｂ）･梶 利文さん（Ｇ）･井上 舜次さん（Ｇ） 

Ｖｏ&Ｐｅｒ 



 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 

令和3年度  協議会会員総会のお知らせ 

日 程：5月1５日（土）午後２時より 

場 所：亥の子谷コミュニティセンター  

       ２階 多目的ホール 

議 事：令和２年度活動報告・決算報告及び監査報告 
            令和３年度活動計画（案）・予算（案） 
            令和３年度常任委員・役員（案） 
  

      
※新型コロナウイルス感染状況により書面議決に変わることがあります。 
 

【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 

地球温暖化の  

現状と未来！  
私たちにできること   

6/29(火) 
に変更 
10:00～ 
 12:00 

２階 
多目的ホール 

40人 
無料 

電話または
窓口へ 

5/1(土)～ 

主催：くらし・情報部会 
講師：喜田 久美子 さん 
（NPO法人すいた市民環境会議副会長） 

・地球温暖化の現状 
・温暖化を防ぐには 
・自分達にもできること 

第３回  アフタヌーンコンサート  

J - P O Pライブ  

5/23(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 

5/1(土)～ 

出演：Leo×Leo 

   阪井 楊子 さん  松本 広大 さん 

ギターとヴォーカルで織りなす、とびき 
りハッピーな オリジナルJ-POP の世界 
をお楽しみください。 
 

 い の っ こ 

アイアイひろば 

6/7(月) 
10:00～ 
 11:00 

２階 
多目的ホール 

親子10組 
無 料 

電話または
窓口へ 

5/1(土)～ 

主催：子育て・共生部会 

コロナ禍できゅうくつな生活が続きまし 
たね。いよいよアイアイひろばを再開し 
ます。おともだちを誘って、是非遊びに 
来てください。  

 

 

   

 

 

～ 献 血 車 が 来 ま す ～ 

献血に行こう！  
命を救うために  

日時：5月22日（土）10:00～16:00 

場所：亥の子谷コミュニティセンター 

≪紫蘭の会 水彩画展≫ 
 亥の子谷・五月が丘教室合同作品展  

5/16(日)～5/29(土) 

1F･2F･3F 

～会員による水彩画作品展～ 

≪ホット ･フォトクラブ≫ 
第 2 1 回  写真展  

  5/7(金)～5/15(土)  

 

2019年度総会風景 

2F 3F 

 

6月29日（火） 
変更になりました。 



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。 
 

   編 集 後 記  

コロナ禍のなかでも季節は巡り、新緑がまぶしい季節に

なりました。日常生活は大きく変わりましたが、新しい

基準のもとコミュニティセンターの講座や催し物が少し

ずつ増えてきました。お気に入りの講座や催しを通じて

交流の輪を広げていきましょう。    高萩 泰三              

｢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245号 2021年5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  5/ 11(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 

～チューリップ＠コミセン～ 
コミセン正面玄関前 
のプランターには、 
チューリップが色とり 
どりに咲いています。 
一度ご覧ください。 
～コミセン園芸部～ 

  

      今月号から、6年ぶりに地区代表役員の皆様による｢わが街紹介｣の連載を始めます。どうぞお楽しみください！！ 

吹田市東山田地区を一言で表すなら、幼稚園  
から高校までを抱える立地条件の良さを活か  
した横断的な地域であると言えます。納涼大  
会では、地域諸団体･自治会･PTA･子供会そ 
して先生方も一緒になって屋台出店にご協力  
頂き、一致団結して年に一度の納涼大会を地  
域みんなで楽しんでいます。ここ最近は、近  
隣の大学からオープンニングセレモニーにパ  
フォーマンスの披露をしてもらい、一層の盛  
り上がりを図っています。  

     

東山田地区 岡野 武史 さん 

体育祭も、年々増える連合自治会参加者の影  
響もあり開催場所の東山田小学校の運動場は  
人で埋め尽くされ、毎年区割りに四苦八苦し  
ます。地域の活性化を図るために従来の地域  
住民のみの活動をベースにしながら、近隣の  
大学に声をかけさせてもらい、イベントに合  
わせたコラボレーションを図り、新たな刺激 
をもたらす取り組みを始めています。何事も  
イベントの実施は大  
変ですが、明るい笑  
顔に溢れた地域の児  
童生徒さん達の顔を  
見ると、また来年も  
頑張ろうという気に  
してくれるそんな東  
山田地区です。  


