亥の子谷コミュニティセンターニュース

午前の部 10：30～11：50
午後の部 13：30～14：50
笑う門には福来る。今年の笑い納め 『 いのっこ笑う亭 』 の時期到です。
２年ぶり、今回は１5回目を迎えます｡ 師走のひととき、大いに笑いましょう！

爪田家

ふぶきさん

爪田家

粋 花さん

爪田家

小 雪さん

千里家

笑太郎さん

今年はコロナウイルス感染対策を施しゆったりした客席で、午前の部･午後の部の２回公
演でお楽しみいただきます。午前、午後ともに同じ出演者、演目ですので、ご都合に合わ
せて午前か午後をご予約ください。なお、予約時にどちらの公演希望かをお聞きしますが
複数予約はできませんのでご了承ください。
【お申し込み】 １１月１0日(水)午前９：００から電話または窓口にて受付を開始いたします。
どちらの公演も先着８０名様です。

第19回 いのっこピースフェスタ2021 8/28
共催：子育て・共生部会/くらし・情報部会/
高齢者・障がい者支援部会
講師：河野 仁 さん (兵庫県立大学名誉教授）

夏の高温化、巨大台風、集中豪雨や
洪水などによる災害の多発など、世
界の環境の変化が、安全を脅かしつ
つあります。森林開発、産業、社会生活など気候
変動との関係などを学びました。地球温暖化問題
は、子供たちに緑の地球を引き継ぐためにも必要
です。40人参加。講師は気象学・大気環境学の河
野仁さん。絵本｢地球はえらい｣を朗読。｢CO₂を
減らす事が大事だとよくわかった｣など感想が寄せ
られました。

フランス語入門講座

8/18・25、 9/1・8・15

軽スポーツ

strike

シニア向けスマホ体験講座

9/24
講師：スマートフォンアドバイザー

気持ちの良い秋晴れの日に、2021年
3度目となる人気の当講座が、14名
の参加で開催されました。応募者は
常に多く、大人気の講座です。参加
者の皆さんは非常に熱心で、スマホを便利に使い
たいという意欲をひしひしと感じました。４名の
講師が教室内を回り、常に質問に答えアドバイス
をしていました。スマホがより身近になり、分か
りやすい講座であったようです。｢具体的な
例が多くて、基本の使い方がよくわかった｣
｢もっと講座を開
いて欲しい」
という声が多
くありました。

strike

9/11

主催：健康づくり・スポーツ部会

カーリンコン協会大川さんの指導のもと31名の
参加で盛り上がりました。｢カーリンコン｣とは地
上のカーリングと言われる｢ボッチャ｣に似たルー
ルのスポーツで、オレンジのポイントに赤6枚、
緑6枚のディスクを交互に投げ、どちらが多くポ
イントに近づけるかを競うスポーツです。ディス
クが反対に裏返ったり、相手のディスクをポイン
トに近づけてしまったりと大盛り上がりで無事に
終了しました。

strike

太極拳入門講座

講師：粟野 広雅 さん(関西大学フランス語講師)

毎回人気の粟野先生のフランス語講座
です。文法や単語の説明も数多くの使
用例を交えて初心者の方にも分かりや
すく説明していただきました。また
DVDの映像やCD音楽を使ってフラン
ス文化や暮らしの様子にも触れながら楽しく進め
ていただき大好評の様子でした。受講者の皆さん
は｢内容が充実していて楽しく学習できました｣
｢もっと開催する回数を増やしてほしい。可能な
らば入門から初級へとレベルアップした講座も
開催してほしい｣
などの要望も
あがっていま
した。

カーリンコン

9/8 ・15・22

講師：大西 いつ子 さん(吹田市太極拳連盟）

｢二十四式太極拳｣の入門編の、8つの
基本的な動作を３週連続で教えてい
ただきました。手足を動かすのでは
なく、体幹を使った重心移動で流れ
るように動く練習をします。初めは手
の向きも難しかったですが、先生が一人一人に、
細かいところまで丁寧に指導され、最終回では皆
で曲に合わせる事ができました。約20名の方が参
加され、気持ちよく体を動かし、次回も参加した
いとの希望も多くありました。

strike

第5回

アフタヌーンコンサート

9/26

～秋のジャズコンサート～
出演：

ヅッチピアノトリオ with アラアラ

安土直子さん(P)上田大喜さん(B)、緒方維之さん(Ds)、荒畑佐千子さん(Vo)

おなじみの｢Ａ列車で行こう｣で
華やかにオープニング。会場
は一気にジャズの楽しい雰囲
気に包まれました。そして｢ハ
ウ・ハイ・ザ・ムーン」 ｢ムーンリバー｣等、中秋
の名月にちなんだ曲を、アドリブ演奏も交えて荒
畑さんが歌いつづっていきます。ラストの｢マシュ
ケナダ」では、ＭＣのリードで、満場の観衆が声
を出せないかわりに、曲のリズムに合わせて両手
をあげたり、手拍子
をしたり、とてもハ
ッピーな気分になり
ました。

【これからの講座・イベントのお知らせ】
開催日時

会場・定員
費用

11/20(土)
9:00～
13:30頃

当館集合
20人
無料

イベント・講座

秋 の ハ イ キ ン グ
～身近に秋を北千里～

人生を楽しむ呼吸法＆
マッサージ

11/21(日)
10:00～
12:00

～気功体操で寝たきり予防～

申込み

主催：健康づくり・スポーツ部会
10/20(水)～
交通機関を使わず、ソーシャルディスタ
電話または
ンスをとって、身近に秋を満喫しましょ
窓口へ
う。

２階
11/1(月)～
多目的ホール
電話または
35人
窓口へ
100円

クリスマス
寄せ植え講座

11/25(木)
10:00～
12:00

３階
創作室
12人
2500円

往復はがき
11/11(木)
必着

おしゃれなしめ飾り

12/1(水)
13:30～
15:00

３階
会議室
15人
2000円

往復はがき
11/17(水)
必着

第 １5 回

い の っ こ 笑 う 亭

12/5(日)
午前の部
10:30～11:50
午後の部
13:30～14:50

いのっこアイアイひろば

12/6(月)
10:00～
11:00

出演・内容

講師：栗田 亜紀子 さん
（YOU-ME気功体操研究会）
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。

講師：光村 庄司 さん
（フローリストローズグローブ代表）
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。

講師：羽田 真理子 さん
（フラワーアーティスト）
いろいろな飾りを素敵にアレンジ！
オリジナルのしめ飾りでお正月を迎えま
しょう。

出演：爪田家 ふぶき さん・爪田家 粋花 さん
２階
爪田家 小雪 さん・千里家 笑太郎 さん
多目的ホール 11/10(水)～
午前･午後
電話または 笑う門には福来る！今年の笑い納めもぜひ
各80人
窓口へ
｢いのっこ笑う亭｣で。今年はゆったりと
午前・午後の2回公演で行います。
無料

主催：子育て・共生部会
２階
11/10(水)～
多目的ホール
親子あそびや人形劇！絵本の読み聞かせ。
電話または
親子10組程度
広いホールでゆっくり思いっきり遊びま
窓口へ
無料
しょう。

ステージ

ステージ ２２日（土）１3日（土）

11月13日（土）、14日（日）

ギャラリーなど
1階:書の美を求めて （書道同好会）
2階:水彩画展 （亥の子谷彩画クラブ）
3階:油絵作品展 （亥の子谷パレット会）
備前焼に魅せられて
（備前焼同好会）
さをり織り体験コーナー
福祉施設展示・製品販売
音楽室:アイアイひろば（13日 14:00～）

10:15～10:25
10:30～11:00
11:30～12:00
13:00～13:30
14:00～14:30
15:00～15:30
16:00～16:30
19:00～19:50

ステージ
10:30～11:00
11:30～12:00
13:00～13:30
14:00～14:30
15:00～15:30

実行委員長挨拶
大正琴で奏でるブライダルソング （琴城流大正琴つくし会）
戦国の武将を詠う （吟詠歌謡 菜の花会）
ハワイアン音楽 （フラ・ブリーズ）
日本の四季を詠う （大翔岳風会）
吟と舞、錦秋のしらべ （大鉄支部すみれ教室）
フラダンス （アロアロアロハ）
たそがれコンサート（ゆかりカルテット meets ヨウイチ）
１4日（日）

ゴスペル （だっこでゴスペル）
銭太鼓を楽しもう （銭太鼓同好会）
五月が丘ソーラン （IZA五月）
ハンドベル （ディンドン）
みんなで読めばこわくない （朗読工房）

山一地区 岡本 博之さん
【 山田伊射奈岐 神社秋祭り】
山一地区にある伊射奈岐神社(いざなぎ
じんじゃ)は、延長五(927)年に編纂され
た『延喜式』神名帳に、｢摂津国島下郡、
伊射奈岐神社｣とある延喜式内社で、大社
と し てお祀りされた名祠であり、現在は、
五社宮、姫宮と親しまれています。
平素は自然の多い落ち着いたたたずまい
で、地域の癒しの場となっています。山田
伊射奈岐 神社秋祭り太鼓神輿巡幸は、太鼓
神輿保存会が中心となって次世代に引き継
がれており、平成１０年には吹田市の無形
民俗文化財第一号として登録されました。

エッサエッサの掛け声とともに勇壮な姿で
練り歩く吹田市山田に古くから伝わる神事で、
太鼓は朝から山田地区全体を巡り、夕方に神
社に戻ります。秋祭りは、毎年１０月に行 わ
れ、地域の方に親しまれており、地域をおお
いに賑わせています。また当日は、屋台が参
道にずらりと並び、お祭りムードを盛り上げ
ています。コロナウイルス感染拡大を受け、
昨年に引続き今年も太鼓神輿巡幸は中止と な
り寂しい秋祭りとなり
ましたが、それでも神
社境内では五連太鼓が
鳴り響いていました。
吹田市山田の秋の風物
詩、山田伊射奈岐 神社
秋祭りは長い歴史を持
つ伝統行事として大切
にされています。

≪ 施設の使用料金表 ≫ （ 現 在 、 定 員 は 表 記 の 半 数 で
す）

定員

午前

(人）

9時～12時

午後

夜間

施設の名称

西山田中学校 文

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

5200円

7000円

7000円

3700円

4900円

4900円

多目的ホール 椅子席
（舞台使用時） 210席
多目的ホール
机席
（舞台使用無） 132席

西山田小学校 文

地図
90ｘ59
亥の子谷
山田コミュニティ
スペース

コミュニティ
センター

編集後記
収束の見えないコロナ禍、講座・イベントの中止が続き
ましたが、最近は利用者様のご協力で、十分な対策をし
て可能なものは開催できるようになりました。本来の姿
に戻るのはもう少し先ですが、再開を喜んでくださる皆
様の声は、何より励みになります。
熊切 確夫

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 ～

コ ロ ナ 禍による暮 らしの変 化

No.５

コロナ禍で、新しい事に挑戦した事、スタッフに訊きました。

★｢ウォーキングを始めた｣・｢ジムに行きはじめた｣★
新たな挑戦は、気持ちがいいですね。

“ 引き続きコロナ対策は万全に！”
休館日のお知らせ

11/9(火)
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