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亥の子谷コミュニティセンターニュース

2022年4月～7月 アフタヌーンコンサート

ピアノと木管のアンサンブル

出 演 ：めろでぃ～ぱれっと

日時 :４月２４日（日）
１４：００～１５：００

ボサノヴァ

出 演 ： 吉川あゆこ＆赤松真理

日時 :５月２２日（日）
１４：００～１５：００

ミュｰｼﾞｯｸアラカルト J-POP

４月 ５月

６月 ７月

出 演 ：ma j i c a

日時 :６月２６日（日）
１４：００～１５：００

出 演 ： さ っこ ＆ くー ぼ

日時 :７月２４日（日）
１４：００～１５：００

～ 古今東西の名曲をピアノとフルート、
クラリネットのトリオで ～

～ 風薫る季節に心地よいブラジルのリズム ～

～ ジャズ、ブルース、ポップス
色とりどりのサウンド ～

～ 夏がくれば思い出す、あの曲、この曲 ～



【活 動 報 告】

ビデオ編集入門講座
2/7・14 ・21・28 主催 文化活動部会

講師 松田 勉さん

３名の受講者で、｢Windowsムー
ビーメーカー｣等のソフトを使い
エラー無く安定して使えました。

いつもながら受講者の進捗度に
大きな差異がでる課題を残しま
した。DVDへの需要が減少し
ていますが、希望する方がいる
限り、続けていきたいと考えて
います。

松田勉さん

福祉講座Part3
｢加齢による身体的症状と東洋医学｣

3/11 永野 義典さん

目と耳のセルフケアで、いつま
でも元気で豊かなコミュニケー
ションを！

第８回 アフタヌーンコンサート ジャズ＆ポップ
ス

～春風にスイング～ 3/27 スイングフェロー

ズ

冬のアロマテラピーレッスン
3/2・9・16 酒井 なおみさん

第８回 アフタヌーンコンサート 3/2７ 出演 スイングフェローズ

麻生 優佳(Vo) 加味 律子(P) 内田 美栄(Vo&Per) 堀 秀雄(B) 梶 利文(G) 井上 舜次(G)

アロマテラピーやハーブを身近に感じてもらい、｢やっ
てみよう！｣と思って頂ける講座を目指しています。香
りで普段の生活が豊かで楽しくなります様に。講師より

永野義典さん

酒井なおみさん

【ギャラリーいのっこ】

〈2022年 紫蘭の会 水彩画展 〉

５月９日（月）～ 5月２２日（日）

1階・2階・3階

【お 知 ら せ 】

次回 ４月２４日（日）
出演 めろでぃ～ぱれっと
お申し込みは、４/１/金～
お電話又は窓口まで

〈献 血 車 が 来 ま す 〉

５月１４日（土）10:00～16:00

亥の子谷コミュニティセンター 正面玄関



～令和４年度 協議会会員総会のお知らせ～

日 程：5月1４日（土） 午後２時より

場 所：亥の子谷コミュニティセンター ２階 多目的ホール

＊新型コロナウイルス感染状況により書面議決に変わることがあります。

【これからの講座イベント紹介】

イベント・講座 開催日時
費用
定員 申込み 講師・出演

第１０回 アフタヌーンコンサート

ボサノヴァ

5/22(日）
14:00～
15:00

80人
無料

5/1(日)～
電話または
窓口へ

出演：吉川 あゆこさん（Vo）

赤松 真理さん（P）

ハワイアンフラダンス講座
5/27･6/3
10,17(各金）
13:30～
15:30

25人
400円

5/11(水)～
電話または
窓口へ

講師：中村 まゆみさん

（レイナニ フラスタジオ）

いのっこアイアイひろば
6/6(月）
10:00～
11:00

親子
10組
無料

5/10(火)～
電話または
窓口へ

主催：子育て・共生部会

シニア向け
スマホ体験講座

6/7(火）
13:30～
15:30

15人
無料

往復はがき
5/24(火)
必着

講師：スマートフォン

アドバイザー

ステンシル講座
6/15(水）
10:00～
12:00

10人
1000円

往復はがき
6/1(水)
必着

講師：牛谷 智恵子さん

型を使って文字やイラストをプリン
トし自分だけのおしゃれなトート
バッグを作りましょう！

きらきらキッズクラブ
6/18･7/16
(各土)
10:00～
13:00

8人
1000円

往復はがき
6/4(土)
必着

講師：吹田地区栄養士会

「さんくらぶ」

５月１７日（火）

おやこリズムたいそう

きらきらキッズクラブ

基礎からの水彩・淡彩画講座

簡単・お洒落なおもてなし料理

５月２１日（土）

第10回 アフタヌーンコンサート ５月２２日（日）

５月２４日（火）

ハワイアンフラダンス講座 ５月２７日（金）

５月９,１６,３０日（月）

５月の講座 ･イベント



編 集 後 記

｢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。

≪ 施設の使用料金表 ≫ (現在定員には制限があります )

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 ～

i

コロナ感染状況がある程度落ち着くことを想定し

て、これからの講座やイベントを盛り沢山掲載し

ています。『いのっこ』をご覧いただき、一人で

も多く皆様にご参加いただけることを願っていま

す。お申し込みをお待ちいたします。 K.A

コミセン園芸部 No.3

コミセン園芸部スタッフSさん：
春の陽ざしに揺れる花々が元気です。
最近、お世話をしている時に、お客様
とお花のお話ができる楽しみが増えま
した。夏に向けて何を植えようか、い
ろいろ考えて楽しんでいます。

休館日のお知らせ ５/1０(火)

いのっこ 第257号 2022年５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）

スタジアム中央全景

備蓄用飲めるご飯簡易組立トイレ

福田 薫さん

活動の展開

めろでぃ～ぱれっと

メロディーメロディー音楽教室を主宰し、コミセン第9回アフタヌーンコンサート初出演のアンサンブルグループ
｢めろでぃ～ぱれっと｣代表、福田薫さんにお話を伺いました。

音楽教室で、ピアノ･リトミックの講師として

活動しています。アンサンブル｢めろでぃ～ぱ

れっと｣では、保育園やデイサービスで、また

ジョイントコンサート等では、吹田市を中心に

｢客席と一体となって一緒に楽しむ｣をモットー

に幅広い演奏活動を行っています。

娘と共に

幼い頃から自然に音楽に触れ合い、音楽と共に

育った娘が大学を卒業した時に、観客の皆様に

音楽を身近により親しんでもらい又、誰かの役

に立てるような演奏活動が出来ればと思い、娘

の友達の演奏家に加わってもらい「めろでぃ～

ぱれっと」を立ち上げました。

将 来

夢は｢めろでぃ～ぱれっと｣の活動を

地道に続けながら定期的に単独コン

サートをする事です。そして、現在

声楽の勉強の為にウィーンに行って

いる娘が帰国したときに、また共演

できることを楽しみにしています。

アフタヌーンコンサート

4月24日に開催予定のアフタヌー

ンコンサートでは、『ハンガリー

舞曲第5番』･『川のながれのよう

に』･『情熱大陸』･ 『糸』等、幅

広い世代の方々に向けた曲を演奏

する予定です。どうぞお楽しみに！
めろでぃ～ぱれっと

現 在


