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亥の子谷コミュニティセンターニュース 

山田コミュティスペースのホームページ：https://yamada-space.jimdofree.com/ 

亥の子谷コミュニティ協議会が、吹田市山田･千里丘地域
備蓄倉庫を活用し、コミュニティスペースの管理運営を

吹田市より受託して、１年半が経ちました。 
周辺各団体様に更にご利用が広がればと願っています。 

          ・・・つづきは２面へ 



    

マンションの高齢化 4/6   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）                                 

人生を楽しむ呼吸法＆マッサージ  4/5 

 講師：栗田 亜紀子 さん 

                        （YOU-ME気功体操研究会）    

            マスク着用、ソーシャルディスタン 

                 ス保持、換気等のコロナ対策を実施 

                 した上で、栗田亜紀子先生のご指導  

               で約30名のご参加で開催されました。 

｢気功体操で寝たきり予防｣｢いろいろな呼吸法を

マスターして元気な体づくり｣を目指して、皆様 

頑張って受講されました。参加者の皆様からは、 

｢楽しかった｣｢これから毎日実践します｣｢自分の

体が変化していくように思えた｣等の感想をいた 

           だきました。良い汗を流し 

           皆さんスッキリされたと 

             思います。次回も参加を希 

            望される方が、多くいらっ 

                                 しゃいました。 

              

                           

                 吹田市は人口の約3分の1の方が分 

      譲マンションにお住まいです。特 

                に山田地区は築40年を超えるマン 

             ションが多く、建物･居住者共に高齢化 

が進み、大規模改修や管理の在り方が問題になっ 

ています。それらの現状や今後の問題点を中心に

お話しいただきました。40名のご参加で、切実な

問題でもあり参加者からは質問が多く、今後もテ 

ーマを絞って考えていきたいと思っています。 

令和元年１０月に準備委員会として発足し、令和２年４月より委員会として出発
させていただきました。この間、コロナ禍で思うような活動は出来ませんでした
が、貸室として皆様に使用していただきました。令和２年４月から令和３年３月
まで（４か月間の休館）の申込数８０９件･利用数４３５件･総数３９５８人のご
利用でした。まだまだこれからですが、いろいろなイベントも行いたいと考えて
います。コロナが早く終息し、こころおきなく活動ができる事を願っています。 
           （大川幸子 コミュニティスペース運営委員会委員長） 

開館して１年半。コロナ禍にもかかわらず利用は増え、体操･囲碁･絵手紙･ 
絵画･ボーイスカウト･ガールスカウト等、様々な活動に利用されています。 
コミスペの自慢は、広場がある事。隣の緑地と重なって四季が感じられる 
事です。人々が集い気軽に立ち寄れる、そんな場所になれば嬉しいです。 
                                     （山田コミュニティスペース スタッフ）                          

（指定管理事業）

可能な限りご自宅で生活できるように支援す 
ることを目的とした介護保険サービス（通所 
介護）を行う事業所です。大きな浴室での入 
浴、季節を感じられる食事を提供し、ご利用 
者一人ひとりの目標に応じた活動や機能訓練 
を実施しています。ひとりでは難しいことも 
ご利用者同志で助け合い、励まし合いながら 
様々なことに挑戦されています。  

製作活動も盛んに行っており、 

毎年10月はコミセン3階のい 

のっこギャラリーで作品を展 

示させていただいています。 

今年も作品展を行う予定にし 

ていますので、ぜひご覧くだ 

さい。 

お気軽にお電話下さい。（06）4864-8821 



ご迷惑をおかけしているコミセンの外壁改修工事は、６月１５日に完了予定です。建物の老朽化に加

え、台風・地震の影響で傷んだタイルの落下防止や、個々のタイルの浮きを止め、ひびの補修等が現

在行われています。責任者の方のお話ではコロナ禍での施工の為、資材の搬入・納期に支障が出ない

様に常に密に打合せをし、デイサービス・お客様の車の出入りが多いので、工事用トラックの搬入・

搬出には細心の注意を払い、お客様の安全第一を心がけているとの事です。 

工事完成後には、茶色とグレー 

のタイルのコントラストが以前 

より美しく、タイルの材料の性 

能が良いので、１０年先までの 

耐久性を保証するという事です。 

完成が待ち遠しいです。  

【外壁改修工事 間もなく完了予定！】 

亥の子谷パレット会 油絵作品展示 

6月27日（日）～7月10日（土） １Ｆ ２Ｆ ３Ｆ 

イベント・講座 
開催日

時 
会場・定員 

費用 申込み 出演・内容 

第3回  アフタヌーンコンサート  

ミュージックアラカルト  
ノンジャンル音楽ユニット  

6/27(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 

6/1(火)～ 

出演：m a j i c a  

 JUNKO さん(Vo) 木村 弓恵 さん(Ｐ) 
 田中 敬 さん(D、Parc) 

 ジャズもポップスもボサノバも！ 
 幅広い曲選択を行うステージ構成で色 
 とりどりの音楽をお届けします。 

人生を楽しむ呼吸法 
& 

マッサージ  

7/5(月) 
10:00～ 
 12:00 

２階 
多目的ホール 

35人 
100円 

往復はがき 
6/21(月) 
必着 

講師：栗田 亜紀子 さん 

 （YOU-ME気功体操研究会） 

 気功体操で寝たきり予防。 
 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。 

プリザーブドフラワー  
アレンジ  

7/6(火) 
10:00～ 
 12:00 

３階 
会議室 
15人 
2000円 

往復はがき 
6/22(火) 
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） 

 涼しげで爽やか‼ 

 ガラスの器で、夏のアレンジメントを 

 楽しみましょう。 

＜2回連続講座＞ 

夏のアロマ＆  

ハーブレッスン  

7/7､14  
(各水） 
10:00～ 
 12:00 

３階 
会議室 
15人 
1000円 

往復はがき 
6/23(水) 
必着 

講師：酒井 なおみ さん  

 アロマとハーブを上手に使って、夏を 
 快適に過ごしましょう。 

 ・夏に役立つ精油とその簡単な使用例 

 ・夏バテ防止にハーブの力を活かそう 

傾 聴 に つ い て  
人間関係をスムーズにする傾聴 

7/10(土) 
 9:30～ 
 11:30 

 

２階 
多目的ホール 

40人 
無料 

電話または
窓口へ 

6/1(火)～ 

主催  : 高齢者・障がい者支援部会 
講師  : 長谷川 美津代 さん 

 傾聴とは「耳・目・心」を傾けて真摯 
 な姿勢で相手の話を聴く技法です。 

 ・アイコンタクト ・笑顔 
 ・正面にすわらない 

【これからの講座・イベントのお知らせ】 

～ 4/18 までのコミセン～ ～4/19 からのコミセン～ 



 休館日のお知らせ  6/ 8(火)  

  

南山田地区には以前、大企業の社宅が多く  
ありましたが、それらがすべて大規模なマ  
ンションや戸建て住宅に建て替えられまし  
た。地区に愛着を持つ住民が増え、山田中  
学校校庭で開催される地域協賛行事の山田  
の夏祭りも、参加人数が多すぎて盆踊りの  
スペースがとれないほどです。またもう一  
つのイベントである市民体育祭も地区対抗  
種目で得点を競い、大いに盛り上がります。  
残念ながら現在は両行事ともコロナ禍のた  
め中断されています。一日も早い再開を願  
うところです。人口増加に伴い児童数も増  
えて、数年前まで南山田小学校は吹田市で  
一番児童数が多い小学校でした。 

     

南山田地区 髙萩 泰三 さん 

児童の安全にも気を配り、小学校の下校時  
間に合わせて、防犯委員会と教師とPTAの 
皆様が連携して、週３～４回地区の隅々ま  
で、青色防犯パトロールを行っています。  
その連携が評価され、大阪府のボランティ  
ア団体表彰を受けました。また地区中央に  
山の斜面を利用した散歩道や障がい者用ト  
イレもある長野公園、ブランコや砂場･広い 
運動場がある尺谷公園、背伸ばしベンチや  
腹筋ベンチのある長野西公園の３つの公園  
が隣接しています。いつも元気な子どもた  
ちの歓声が賑やかな南山田地区です。  

｢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246号 2021年6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） 

≪ 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 

   編 集 後 記  

｢いのっこ｣は、講座やイベントの紹介を沢山掲載し、多

くの方に参加して欲しいという思いで発行しています。

ところが、コロナにより急に中止をお伝えすることが、

大変残念でなりません。コロナ禍でも、講座やイベント

の内容を工夫し、益々紹介を進めて参ります。天津 謙二             

地図 
90ｘ59 

亥の子谷 
コミュニティ 
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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 

皆さまをお花でお出迎えしたいと水やりや草取り等をして花壇作
りをしてきました。色とりどりのお花を見ると気持ちが明るくな
り ,自然と心も和みます。いつもの日  
常が早く戻り、多くの方がコミセン  
に来ていただけることを願って、  
お花たちもそっと見守ってくれて  
いる様です。～事務局スタッフ～   

プランターのお花＠コミセン 【最終回】 ～ 喫茶コーナーより ～ 


