亥の子谷コミュニティセンターニュース

亥の子谷コミュニティ協議会
会長 井 本 則 夫
新年おめでとうございます。
一昨年から続く新型コロナ感染症ウィルスの影響で、昨年も活動が制限され、総会
も一昨年同様書面決議により承認された状態でした。そんな中、役員・会員・地域
の皆様のご協力のおかげで、３年ぶりにいのっこ祭を無事開催することができました。
夏まつり・運動会・公民館文化祭等々すべての地域行事が中止の中、コミセンだ
け開催するのは如何なものか、という意見もありましたが、年度初めから開催する
方向での可能性を模索し、感染状況を見極めて判断しようと意思統一をして準備を
進めてまいりました。１０月の役員定例会での最終決断は緊張感の中、全員一致で
“開催する”という意思が確認されました。地域が活力を取り戻すためにも、今こそ
｢たのしく 笑顔で いのっこ祭｣のスローガンのもと、９地区のコミュニティの中心
としての役割が果たせたのではないかと安堵している所であります。これも地域の
皆様のご理解とご協力の賜物と、心より感謝申し上げます。本当にありがとうござ
いました。
一日も早く新型コロナ感染症が終息することを願い、皆様にとって素晴らし
い年になりますよう祈念し、年頭のご挨拶とさせていただきます。

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
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【講座・イベント報告】
プリザーブドフラワーアレンジ

11/16

秋のハイキング ～身近に秋を北千里～ 11/20

講師：多田 広美 さん（プリザーブドフラワー教室 Story 主宰）

バラの花が一番美しく咲きほこった時
に摘まれ加工され、そのま
まの美しさを永く保つのが
プリザーブドフラワー。16
名の参加者の皆さんは多田講
師の指導のもと、好きな色のバラを中
心に、黒いボックスいっぱいに思い思
いに仕上げていきました。心のこもっ
た素敵なクリ
スマスアレン
ジメントが完
成しました。

strike

人生を楽しむ呼吸法＆マッサージ

11/21

講師：栗田 亜希子 さん（YOU-ME気功体操研究会）

い つ も の 人 気 の 講 座 で す。 リ ピー
ターの方も多いのですが、今回初
めての参加者もおられました。講
師のほかにアシスタントが３名で
サポートが十分あっての開催とな
りました。参加者様からは、｢肩こりが楽に
なった｣｢体が伸びていくのが分かった｣｢わか
りやすい説明で良かった｣等のご意見を頂き
ました。又、この
ような講座を継続
してほしいという
要望もありました。

strike

主催：健康づくり・スポーツ部会

昨年は中止になっていたハイキング。感染防止対
策を行い、交通機関なしで15名参加のもと秋を
感じながら、北千里公園まで歩きました。亥の子
谷公園でストレッチを行い、高野台海老池、グ
リーンロード、三色彩道は道路に車、車、車（人、
人、人）、紅葉を｢パシャ｣｢パシャ｣。公園到着後
昼食、簡単ゲームを行い、北千里公園で解散。
それぞれ無事に帰着
しました。皆様お疲
れ様でした。さあっ、
来年はどこへ行きま
しょうか？

strike

クリスマス寄せ植え講座

11/25
講師：光村 庄司 さん（フローリストローズグローブ代表）

クリスマス寄せ植え講座は、毎年人気
の講座です。７種類のお花（ガー
デンシクラメン、カルーナガーデ
ンガールズ、ヘリクリサム、ビオラ、
チェッカーベリー、スカビオサ、アリッ
サム）の寄せ植えでした。12名の参加者の皆さ
んの花姿も素敵に仕上がり、出来上がりを互い
に見せ合い、スマホカメラに収めていらっしゃい
ました。お花と
共に、心温まる
ひとときとなり
ました。

【いのっこ祭は、受付･検温を始め、机･椅子
の消毒や駐車場･駐輪場の整理等多くのボ
ランティアの方々に支えられて開催出来ま
した。ご協力本当にありがとうございました】
亥の子谷彩画クラブ

書道同好会

亥の子谷パレット会

アイアイひろば

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

【 たそがれコンサート 報告】11/13
11/13

【第１９回いのっこ祭】

出演：ゆかりカルテット meets ヨウイチ
西村 有香里（ｔｓ)大野 綾子(p)齋藤 洋平(ｄｓ） 山本 久生（ｂ）
&スペシャルゲスト： 田中 洋一(tp)

いのっこ祭第１日目。19:00より行われた、
たそがれコンサート。これほど本格的なジャ
ズのコンサートを聴くことができると、誰が
予想したでしょうか？西村有香里カルテッ
トに、スペシャルゲストとして関西の至宝と言われるトラン
ペットの田中洋一さんを迎えてのクインテット。西村さんの
サックスから、次々に続く圧巻のア
ドリブ演奏に自然と沸き上がる感動
の拍手。あっという間の１時間で、
来年また聴きたいと皆さんが感じた
のではないでしょうか。

皆様のご理解・ご協力のお陰で、３年ぶ
りのいのっこ祭を開催することができま
した。コロナ感染状況が悪化している頃
から実行委員会を立ち上げ、コロナ禍の
中で感染対策を講じた内容の縮減を検討
していただきました。開催すべきかどう
かの議論を、最終決定した１か月前まで
繰り返して検討しました。出演・出展団
体の方々も制限された内容を踏まえ、前
向きに取り組んでいただきました。そし
て当日の見事な発表・展示に大満足ない
のっこ祭になりました。局長 天津 謙二

【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

人生を楽しむ呼吸法
＆マッサージ

2/7(月)
10:00～
12:00

～気功体操で寝たきり予防～

ビデオ編集入門講座
～初心者対象～

＜健康講座＞

伝 承 遊 び
～ 日本の良き遊びを 楽 しも う ～

2/7､14､21､
28
(各月)
13:30～
16:30

2/12(土)
13:30～
15:30

会場・定員
費用

申込み

出演・内容

出演：栗田 亜紀子 さん
２階
1/20(木)～
(ＹＯＵ－ＭＥ気功体操研究会)
多目的ホール
電話または
35人
いろいろな呼吸法をマスターして元気な
窓口へ
100円
体作りを。ずっと自分の足で歩くために。

３階
会議室
5人
1000円

主催：文化活動部会
往復はがき 講師：松田 勉 さん (ビデオ同好会)
1/24(月) ウィンドウズ・ムービーメーカーでビデ
必着
オ編集します。Windows7・8.1・10の
み対応。ノートＰＣご持参ください。

主催：健康づくり・スポーツ部会
２階
1/20(木)～
講師：田﨑 公司 さん
多目的ホール
電話または
40人
世代間の交流を深めましょう。お孫さん
窓口へ
無料
もご一緒に。お話をきいて遊びましょう。

i
北山田地区 齋藤 幸雄さん
道端の一角にポツンと忘れられようとし
ている山田三ツ辻にある道標、地区内を歩
き少し脇道に逸れると昔の面影を残すのど
かな家並みを見ることができる、山田東の
一部とマンションが一体となる北山田地区
は、万博記念公園をグルっと囲むような形
で広がる緑豊かな地区です。生活の利便性
も高く、1990年にモノレール山田駅が開
通し、2003年には阪急山田駅に複合商業
施設が併設されるなど大規模な公共整備も
行われ、大変便利な街に発展しました。駅
前にある｢夢つながり未来
館｣は、子育て世代へのサ
ポートが充実しており、
図書館もあ
る住民の憩
いの場とな
っています。

また、2015年に開業したエキスポシティ
やパナソニックスタジアムなどの施設は大型
施設とあって、人や車の流れなど当地区への
影響が心配されましたが、開業後は大きなト
ラブルもなく地域に溶け込んでおります。今
日、日本の遺産でもある大阪万博記念公園で
は、季節を問わずシーズンには多くの来場客
で賑わっています。
このように、私たちは昔からの歴史ある街
並みを大切に守りながら
新しいことにも柔軟に対
応し、調和のとれた街づ
くりを
目指し
ている
ところ
です。

ＭＡＰ

≪ 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

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 ～
新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、当面の間、お
休みします。開始時期は、
ホームページでお知らせしま
す。

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 ＊＊＊
新しい年を迎え、私たちはコロナ禍を乗り越える新しい
コミュニティーのあり方や醸成を、本気で考える必要が
あります。『いのっこ』が、直接顔と顔を合わせなくて
も、肌のぬくもりを感じられるつながりづくりのお役に
立てることを新年の抱負といたします。
片岡 誠

コロナ禍による暮らしの変化

No.6

コロナ禍で、ちょっと良かった事、スタッフに訊きました。

★外出の機会が減り、とても規則正しい生活となり、
外食が減り、おうちご飯が増えたおかげで、お料理の
レパートリーがすっかり増えました。
“ 引き続きコロナ対策は万全に！”

休館日のお知らせ 1/1(土)～1/3(月)・1/11(火)
いのっこ 第253号 2022年1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）
｢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。

