亥の子谷コミュニティセンターニュース
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コロナ感染防止対策のため、客席を半減した２回公演の提案を、出演者の皆様に快く受けて頂いた
ことで、「第１５回いのっこ笑う亭」を１年ぶりに開催することができました。２回の公演を合わせた観
客数が１４０名を越え、例年並みのお客様にお越しいただき、盛況に終えることができました。お越しい
ただいた方々から、お帰りにお礼の言葉をたくさん頂き、開催できた喜びを実感しました。

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

親子で遊ぶクリスマス会 第21回 「けんぢの広場」

12/19

主催：文化活動部会

クリスマス前の日曜日、文化活動部会主催の親子
で遊ぶクリスマス会｢けんぢの広場｣が約2年ぶりに
開催されました。まず大型スクリーンと絵本では
｢サンタクロースはおおいそがし｣｢まいごのまめつ
る｣などのお話を映像と朗読で楽しみました。次に
銭太鼓演技と体験では｢パプリカ｣｢夢をかなえてド
ラえもん｣の演技を観た後、実際に銭太鼓を手に、
親子で体験をしました。最後にコマ回し、皿回し
の曲芸と腹話術を行っていただき、皿回しの体験
も行いました。16組49名の親子の皆さんが参
加され、大いに楽しんでいただけたと思います。

おしゃれなしめ飾り

12/1

いのっこアイアイひろば

12/6
主催：子育て・共生部会

講師：羽田 真理子 さん （フラワーアーティスト）

毎年恒例の人気講座に今年も14名
の方が参加されました。講師の先生
とアシスタントの方の丁寧な説明と
ご指導で、素敵なしめ飾りを作成
することが出来たようです。皆さん
素敵なお正月を迎えられたことと思
います。｢思っていたより簡単に、しかも短時間
でおしゃれなしめ飾りができて大満足です｣｢オリ
ジナルのしめ飾
りをうまく作る
ことができてう
れしかったです｣
などの感想をい
ただきました。

strike

第7回 アフタヌーンコンサート

新型コロナ感染状況が落ち着いてきたので、｢アイ
アイひろば｣を２年ぶりに開催しました。親子13組
の参加で子どもたちは19名と多く、とても賑やか
で活気に溢れていました。牛乳パックと新聞紙を 使
ってラケット作りをワイワイ楽しみながら行った
り、大型絵本｢まどからのおくりもの｣の読み聞かせ
もしました。みんなで体操は、絵本の｢できるか
な？｣に合わせて行いました。久し振りに子ども
たちの笑顔をたくさん
見ることができました。

strike

「年忘れコンサート」

～音とリズムでつながろう～

12/26
ミモザ音楽サークル on ♪coro

寒さ厳しい午後、６２名の皆様が来館されました。オープニングは、４人のハン
ドベルの演奏で、｢徹子の部屋｣のテーマ曲。｢カントリーロード｣ではトーンチャ
イムも加わって、優しい音色が響きわたりました。鍵盤ハーモニカの演奏に子供
たちの可愛い踊りが入った｢ビューティフルネーム｣や、カホンの加わった｢情熱
大陸｣、素晴らしいアレンジの「A列車で行こう｣と続き、演奏に思わず聴き入り
ました。換気休憩をはさんで、バイオリン演奏で不朽の名作｢糸｣の演奏、透き通るような子供たちの
歌｢いのちの歌｣では心震えました。最後は、
観客の皆様のボディーパーカッション(手足拍
子)と共に｢上を向いて歩こう｣を全出演者で演
奏。多目的ホールは出演者と観客の皆さんが
一体となり、音とリズムでつながりました。

～ 年初め恒例のコンサート、二年ぶりの開催！ ～
１月9日(日)の午後、アイランドウインドオーケストラによる『ニューイヤーコンサート』を開催
しました。コロナ対策のために規模を縮小した２回の公演となりましたが、会場はどちらの公演も盛況
で、吹奏楽の華やかな音楽で新春のひとときを楽しみました。懐かしいアニメソングの定番｢鉄腕アト
ム｣、超大ヒットアニメ｢鬼滅の刃｣の主題歌｢紅蓮華｣、朝ドラの名曲｢ありがとう｣、心温まる名曲｢世界
に一つだけの花｣と｢糸｣、日本を勇気づける名曲メドレー、アンコール曲の｢風になりたい｣まで新しい
年への希望に満ちた曲の数々がコミセンの多目的ホールに高らかに響き渡りました。

【これからの講座・イベントのお知らせ】
イベント・講座
第8回 アフタヌーンコンサート

男声コーラス

開催日
時

会場・定員
費用

申込み

出演・内容

出演： フォーフラッシュ
２階
佐野 隆 さん ・ 北代 晋一 さん
2/1(火)～
2/27(日)
多目的ホール
森 靖司 さん ・ 桑木 茂幸 さん
14:00～
電話または
80人
15:00
窓口へ
懐かしのジャズ・ポップス・歌謡曲などを
無料
男声コーラスでお楽しみください。

冬のアロマテラピー
レッスン
福祉講座Part3

「加齢による
身体的症状と東洋医学」

いのっこアイアイひろば

3/2､9､16
(各水)
10:00～
12:00

３階
会議室
15人
1500円

往復はがき 講師：酒井 なおみ さん
2/16(水) 植物の力を暮らしに生かしましょう。
必着
すぐに使える実習付き。

講師：永野 義典 さん
２階
（亥の子谷デイサービスセンター
2/20(日)～
3/11(金)
多目的ホール
機能訓練指導員）
13:30～
電話または
40人
15:00
窓口へ
目と耳のセルフケアで、いつまでも元気
無料
で豊かなコミュニケーションを！

3/7(月)
10:00～
11:00

２階
主催：子育て・共生部会
2/10(木)～
多目的ホール
電話または クラフト、親子遊びや人形劇、絵本の読
親子10組
みきかせ。広いホールでゆったり思いっ
窓口へ
きり遊びましょう。
無料

【募集対象】：事務管理員１名
【応募方法】：①応募期間 令和4年2月22日(火)必着
【応募資格】：①年齢 20歳～63歳ぐらいまで。
：②提出書類 ・履歴書（市販の用紙に写
②コミュニティづくりに関心と熱意がある方。
真の添付を忘れずに）・作文400字程度
③性別、学歴、職歴を問いません。
（テーマ 私の考えるコミュニティ作り）
④パソコン操作の経験のある方。
●提出先 〒565-0824 吹田市山田西1-26-20
【選考方法】：〇第一次 作文を含む書類
吹田市亥の子谷コミュニティ協議会
〇第二次 面接 2月26日（土）
（☎ 06-6878-3155）
※郵送の場合は、封筒に｢事務管理員応募書類｣と明記してください。

i
今号は、当協議会の東山田地区代表の岡野武史広報委員に、普段訪問することが出来ない
所に取材に行っていただき、吹田の更なる魅力を紹介します。わが街紹介番外編で、わが
街紹介は最終回です。

【山田配水場】
平時はこの配水場から山田地区周辺への上
水道の起点として配水されています。一方
で災害時には、当該地域の緊急用給水ポイ
ントとして、災害用備蓄水や応急給水資機
材などの備蓄に加えて、配水池内の水を応
急給水できる設備も備わっています。実際
数年前の大阪北部地震において地域住民の
方が来られて緊急対応されたそうです。

【市立吹田サッカースタジアム：
吹田市防災備蓄倉庫】
現在運営されている吹田市北部地域の防災備
蓄倉庫として災害時に必要な物資を迅速に送
り届けるための備えとして、ここ吹田スタジ
アムの競技場階段下の裏側が有効利用されて
います。備蓄物資も時代の変遷に応じて、コ
ロナ感染対策用に消毒液やパーティションの
増設、トイレ対策、食べ易いレトルト食品や
美味しい非常食の増加など質的向上も図られ
ています。

非常用飲料水袋

給水活動拠点案内板

臨時給水用の特殊パイプ

吹田市水道部広報車

スタジアム中央全景

自動手指消毒器

備蓄用飲めるご飯
ライスクッキー

簡易組立トイレ

≪ 施設の使用料金表 ≫ （ 現 在 定 員 に は 制 限 が あ り ま す ）
定員

午前

(人）

9時～12時

午後

夜間

施設の名称
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 ～

編集後記
早いもので今年度も僅かとなりました。今年度もまた、
コロナ禍の混乱で行事開催がままならない状況下でした
が、｢いのっこ｣は毎月発行できてよかったと思います。
今後も心温まる誌面作りに注力を注ぎながら、活動でき
たらと思います。
石谷 裕子

コ ロ ナ 禍による暮 らしの変 化

No.7

コロナ禍で、ちょっと良かった事、スタッフに訊きました。

★個人的な事ですが、娘の結婚がコロナ禍の中で、家族だけ
の写真撮影や食事会になり、簡素に出来て気が楽だった。
“ 引き続きコロナ対策は万全に！”
休館日のお知らせ 2/8(火)
いのっこ 第254号 2022年２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。

