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亥の子谷コミュニティセンターニュース 

５月１５日（土）、亥の子谷コミュニティ協議会の定時会員総会は、昨年に引続きコロナウ 
イルス感染症拡大防止の為、当センターが休館中の為、令和３年度の総会は、書面議決で行
い、１号～５号全議案が過半数の賛成をもって可決されました。 

 総会会長挨拶   協議会会長 井本 則
夫 

 新型コロナウイルス感染症が世界中に広がり社会生活に大きな 
影響を与え、当コミセンも予定していた多くの催し物の中止また 
は延期を余儀なくされています。 
 今年も協議会総会を開催することが出来ず、昨年同様書面議決 
という方法でご案内させていただいたところ、提案したすべての議案も無事に 
ご承認いただくことができました。本当にありがとうございました。 
 昨年１１月、創立２０周年記念式典を来賓・参加者の人数制限の中、後藤市 
長・木村市議会議長のご臨席のもと、地元出身の“麒麟”の田村裕さんの記念 
講演会があり、当センターにとって有意義な一日を過ごすことができました。 
 先行きが見通せない我慢の生活がさらに続きそうな中ではありますが、お互 
いが感染防止に協力し、一日でも早く収束し、平常の生活が出来ることを心よ
り願っております。 
 今後共ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 



新任挨拶  協議会事務局次長     丸瀬 伸二          

       早いものでコミセンで事務局スタッフとし 

       て勤務して、この夏で7年になります。そ   

       の間、基本的な受付業務はもとより、様々 

        な講座、イベントを数多く担当させてい   

        ただき、コミセンが地域住民の活力源に 

                 なっていることや、果たすべき役割の大き

さも痛感してきました。そしてこの4月から事務局次長

に就任し、今までとは違う立場でコミセンの運営に携わ

ることになり、身も引き締まる思いです。目指すところ

は、これからもコミセンが老若男女問わず沢山の人から

支持される存在であり続けることです。その為に、事務

局スタッフと一致団結して地域住民ありきの血の通った

施設運営に取り組んでいきたいと思います。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

令和3年度  吹田市亥の子谷コミュニティ協議会役員 

会   長 井本 則夫      山五地区代表役員 

副 会 長 髙萩 泰三       南山田地区代表役員         斎藤 幸雄 北山田地区代表役員  

会   計 西田 忠弘       ボランティア部会代表役員 

 岡野 武史 東山田地区代表役員 野間 哲也 一般市民役員 井上 啓子 喫茶委員会代表役員 

 岡本 博之 山一地区代表役員 石谷 裕子 一般市民役員 中井 桂子 くらし・情報部会代表役員 

 片岡  誠 山二地区代表役員 井上 友美 一般市民役員 香田 健一  高齢者・障がい者支援部会代表役員 

 有田 八郎 山三地区代表役員 丹羽 博子 一般市民役員 飯田 健一 文化活動部会代表役員 

 橋爪  章 五月が丘地区代表役員 植田 栄子 一般市民役員 本林 博子 健康づくり・スポーツ部会代表役員 

 小川  淳  西山田地区代表役員   松本 みどり     子育て・共生部会代表役員 

                       山田コミュニティスペース運営委員会代表役員  

                             
 ＊＊＊【会計監査 木隂 義則・小笠原 準】＊＊＊ 

       * * * * * * * * * * 常任委員 * * * * * * * * * * 

 
    
    
 

 

 

 

  

 
   
    

 
     
   

   
   
    

 
   
   
   

 
       
   
    

  
   

 
   
     
    
    
   
   

  
   
   

 
    
    
 

 

 

 

  

 
   
    

 
     
   

   
   
    

 
   
   
   

 
       
   
    

  
   

 
   
     
    
    
   
   

  
   
   

 
    
    
 

 

 

 

  

 
   
    

 
     
   

   
   
    

 
   
   
   

 
       
   
    

  
   

 
   
     
    
    
   
   

  
   
   

  協議会副会長・会計 挨拶 

協議会副会長    髙萩 泰三 協議会副会長    斎藤 幸雄 協議会会計    西田 忠弘 

      本年度も協議会会計を   

                  担当させていただき  

      ますので、宜しくお

願い致します。親切 

    なスタッフの方々と共              

                に素人の私でも、この1 

年間無事やって来られたことに感

謝しています。さて、昨年度はコ

ロナ感染拡大で、コミセン施設の

使用制限と全く使えない日々が幾

度となく続きました。このような

環境の中、皆様の熱意と行動に

よって創立20周年記念式典や記念

誌の発刊、イベントや講座も縮小

するも継続されたことに、とても

感動です。今はワクチン接種と集

団免疫の拡大で、コロナ感染が早

期に完全終息することを願ってい

ます。     

         昨年から続くコロナウィ     

                    ルス禍で騒然としてお 

              りました世間も、本格 

                       的にワクチン接種が進 

                 み、感染者数も減少に  

                   向かっておりますが、皆

様にはいかがお過ごしでしょうか。

さて、副会長をお受けし早1年が過

ぎましたが、まだまだ経験不足を痛

感しております中、部会・委員会の

皆様の運営に対する熱意を改めて感

じております。現在のコロナ禍下に

あって、企画されたほとんどの行事

が予定通り実施できない状態で推移

しており、1日・一刻も早くコロナ

ウィルス禍が終息し、予定した諸行

事が実施され、地域皆様の笑顔が戻

ること、又、皆様方に平穏な日常が

戻りますことを祈念しております。      

      昨年に引き続き今年も 

                 副会長をさせて頂きま  

         す。南山田地区の髙萩 

                  です。昨年はコロナ禍 

                 で、コミセンの活動も 

                 大きな制約をうけまし

た。自粛を徹底することで、集合で

きない、人に会えないことになりま

した。それがどんなに辛く、寂しい

ことか実感しました。でも、ワクチ

ンの接種が始まりました。これに

よってコロナウィルス感染症が収束

し明るく元気なコミセン活動が復活

するよう願っています。そして自粛

した分だけ、人との豊かな繋がりに

よって、社会が成り立っていること

が実感できるでしょう。もう少しの

我慢です。いのっこ祭出来ればいい

ですね。    

還付の手続きについて 

お手持ちの使用許可書と申請者の朱肉印が

必要ですのでご持参ください。 

施設の電話（メール）での仮予約について 

★ 電話：06-6878-3155 

               （受付時間：  午前9時～午後8時） 

★ ファックス：06-4864-8550   

★ メール：inoko@abeam.ocn.ne.jp 
後日、窓口にて本申請を行っていただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

mailto:inoko@abeam.ocn.ne.jp


イベント・講座 開催日時 
会場・定員 

費用 申込み 出演・内容 

「軽スポーツ」 

ボウリング講座    
7/24(土) 
9:30～ 
 13:00 

関大前 
フタバボウル 

20人 
2000円 

7/1(木)～ 
電話または
窓口へ 

主催：健康づくり・スポーツ部会 

講師：本林 博子 さん 

ルールから投げ方まで、どなたでも気軽

にご参加いただけます。年に一度の講座

です。終了後、コミセン和室にて表彰式

等を行う予定です。 

第3回  アフタヌーンコンサート  

ウクレレハワイアン  

7/25(日) 
14:00～ 
 15:00 

２階 
多目的ホール 

80人 
無料 

7/1(木)～ 
電話または
窓口へ 

出演：明田和成と南国舞踏会 

歌と、ウクレレの生伴奏で、華やかな 
フラダンスをお楽しみください。 

第１5回 

ハワイアン･フラ･フェスタ 
♪ 観客募集  ♪ 

8/1(日) 
14:00～ 
 15:30 

２階 
多目的ホール 

80人 
無料 

7/1(木)～ 
電話または
窓口へ 

演奏：トロピカルハニーズ 
フラ：吹田市内のフラグループ 

生バンド演奏とフラダンスのステージ 

気分はとってもハワイアン♪ 

ようこそ真夏の祭典へ！ 

第１７回  

朗 読 ･葉 月 
～平和を思う～ 

8/6(金) 
14:00～ 
 16:00 

２階 
多目的ホール 

80人 
無料 

7/1(木)～ 
電話または
窓口へ 

主催：文化活動部会（朗読工房） 

朗読工房いのこ教室の受講生が自ら選 

んだお話をひとり１話ずつ語る朗読会 

です。 

 〈５回連続講座〉 

フランス語入門講座 

8/18･25 
9/1･8･15 
(各水) 
10:00～ 
 12:00 

３階 
会議室 
15人 
1000円 

往復はがき 
8/4(水) 
必着 

講師：粟野 広雅 さん 
        （関西大学フランス語講師） 

簡単な会話やフランス文化に触れてみ 

ませんか？ 

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 

8/20(金) 
13:30～ 
 15:30 

３階 
会議室 
15人 
無料 

往復はがき 
8/6(金) 
必着 

講師：スマートフォンアドバイザー    

①最初に知っておきたいスマホ知識 

②基本機能の操作方法 

⓷日常生活に役立つ使い方 

④音声アシスト機能 

⑤便利アプリの活用 など 

【これからの講座・イベントのお知らせ】 

 

 

～ 献 血 車 が 来 ま し た !! ～ 

5月2２日（土）今年もコミセンに献血車が来ました。コロナ禍でコミセンが 

臨時休館になっているにも関わらず、40名の方々にご参加いただきました。 

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。 

献血車来館 スタッフも献血に協力しました。次回もよろしくお願い致します。 



   編 集 後 記  

｢いのっこ｣は、コミセンの顔。活動や催しを楽しみに見

て頂き多くの人との出会いのきっかけとなっています。

より良い“いのっこ”を目指して奮闘されている広報委

員の姿を身近に感じてきました。微力ですが、企画に関

わらせて頂きありがとうございました。 丸居 吉惠            

｢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24７号 2021年７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  7/ 13・20(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 

コロナ禍による暮らしの変化 No.1    

コロナ禍による暮らしの変化をコミセンスタッフに訊いてみました。
悪い事ばかりではありません。ちょっと良かった事! 

  ★現金を触る事が嫌なので、キャッシュレス・ 
     電子マネー化が進んだ→便利 

     “ 引き続きコロナ対策は万全に！” 

  

 JR 千里丘駅北西の丘に広がる山二地区  
は、昭和３０年代から大阪万博前後に出来  
あがった少し古い町でした。ところが、最  
近、企業の社宅や福利厚生施設などが分譲  
マンションに建て替わり、僅かに残ってい 
た雑木林などに真新しい戸建て住宅が建ち  
始めています。町の姿が大きく変わり、新  
しい住民が増加して、従来の地域コミュニ  
ティ―を町の変化に合わせる必要が生じて  
います。 
 そこで、｢防災｣を切り口に、新しい住民  
や若い世代を地域コミュニティーの新たな  
メンバーとして迎える活動を始めました。  

     

山二地区 片岡 誠 さん 

 山二地区防災対策委員会は、千里丘連合町 
会に属していますが、山二地区の全住民を対  
象に活動しています。  
 たとえば、｢無事ですカード｣は、地震など  
の大きな災害が発生した際に家の玄関先など  
に掲げて近隣に無事を知らせるものですが、  
これを地区の全世帯に配布しました。  
 また、随時、災害情報をメール配信してい 
ますが、地区内の住民だけではなく、近隣の  
地区や市外に住む人  
も登録できるように  
しています。登録は、  
二次元バーコードの  
読み取りで簡単です。  
 今、山二地区は大  
きな変化を遂げよう  
と頑張っています。  


