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【新年度 部会 講座・イベントのお知らせ】

7/30 :｢介護保険と障がい福祉

サービスと６５歳問題」
高齢者・障がい者支援部会

8/1 : 親子であそぼ！

｢いのっこアイアイひろば」
子育て・共生部会

8/27 : 平和について考えましょう

「ピースフェスタ」
くらし・情報部会、子育て・共生部会

高齢者･障がい者支援部会

12/18 :  親子で遊ぶクリスマス会

「けんぢの広場」
文化活動部会

2023/2/25 :
再犯防止に立ち上がる

「お前の親になったる」
ボランティア部会

9/18 : みんなで楽しもう！

軽スポーツ｢カーリンコン｣
健康づくり・スポーツ部会

部会行事に参加してみませんか？



令 和 4 年 度 定 時 会 員 総 会 を 開 催
５月１４日、亥の子谷コミュニティ協議会の定時会員総会が、当センターで開催されました。総会では、

令和３年度の活動報告と決算報告ならびに令和４年度の活動計画と予算が、満場一致で承認されました。

協議会会長 大川 幸子

令和4年度コミュニティ協議会の会長をさせていただきます。2年前に前会長にバトンを渡させて

いただきましたが、そのバトンをまた、受けるとは考えてもいませんでした。コロナ禍も3年目

になり、この2年間は思うような取り組みが出来ませんでした。今年度も、どこまでイベントが

できるかわかりませんが、役員・スタッフの皆さんと多くの方に来館して頂き楽しんでもらえる

ように務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

会 長 大川 幸子 西山田地区代表役員

副 会 長 高萩 泰三 南山田地区代表役員 岡本 博之 山一地区代表役員

会 計 西田 忠弘 ボランティア部会 部会長

【活 動 報 告】

井戸啓司さん

第10回 アフタヌーンコンサート 5/22
～ボサノヴァ～ 出演 吉川 あゆこ(Vo)赤松 真理(P) ゲスト丸瀬 伸二(Vo＆G)

簡単・お洒落なおもてなし料理
5/17 関 英徳 さん

基礎からの水彩・淡彩画
5/9、16、30 井戸 啓司 さん

「シーズンごとにこの講座を開催

して欲しいです」～アンケートより

関 英徳さん

きらきらキッズクラブ 4/16、5/21 吹田地区栄養士会｢さんくらぶ」

｢初心者にわかりやすい講座で、大変

勉強になりました。～アンケートより

次回 ミュージックアラカルト
日時 6月26日（日）

出演 majica
お申し込みは、6/１/水～
お電話又は窓口まで



【これからの講座イベント紹介】

イベント・講座 開催日時
定員
費用 申込み 講師・出演

第12回 アフタヌーンコンサート

ハッピーサマータイム
～懐メロとポップス～

7/24(日)
14:00～
15:00

80人
無料

7/1(金)～
電話または
窓口へ

出演：SONG VOICE Family

桑原 佐紀子(Vo)神窪 正太(G)

前尾 愛(P)須磨 恵子(朗読)

福祉講座

「腰痛予防」

7/23(土)
13:30～
15:00

40人
無料

7/1(金)～
電話または
窓口へ

講師：榎本 俊一さん

（理学療法士：グループホーム
たんぽぽ 機能訓練指導員）

介護保険と障がい福祉
サービスと65歳問題

7/30(土)
10:00～
12:00

24人
無料

7/1(金)～
電話または
窓口へ

主催：高齢者・障がい者支援部会

講師：川端 潤也さん
（地域包括支援センター長）

講師：山口 浩司さん
（いのこの里ケアマネージャー）

いのっこアイアイひろば
8/1(月)
10:00～
11:00

親子
10組
無料

7/10(日)～
電話または
窓口へ

主催：子育て・共生部会

健 康 講 座

マスクアクセサリー作り

8/6(土)
10:00～
11:30

30人
200円

7/10(日)～
窓口へ

主催：健康づくり・スポーツ部会

講師：本林 博子さん

ハワイアン・フラ・フェスタ
8/7(日）
14:00～
15:30

80人
無料

7/10(日)～
電話または
窓口へ

演奏：フラブリーズ

フラ：吹田市内のフラグループ

フランス語入門講座

8/17､24､31

9/7､14(各水)
10:00～
12:00

20人
1000円

往復はがき
8/3(水）
必着

講師：粟野 広雅 さん

（関西大学フランス語講師）

人生を楽しむ気功体操 ７月４日（月）

シニア向けスマホ体験講座（iPhone編） ７月６日（水）

初心者向け鍵盤ハーモニカ講座 ７月７、２１日（各木）

夏のアロマ＆ハーブレッスン ７月１３、２０日（各水）

きらきらキッズクラブ ７月１６日（土）

福祉講座「腰痛予防」 ７月２３日（土）

第1２回アフタヌーンコンサート ７月２４日（日）

おやこリズムたいそう ７月２６日（火）

介護保険と障がい福祉サービスと65歳問題 ７月３０日（土）

７月の講座 ･イベント



編 集 後 記

≪ 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

スタジアム中央全景

備蓄用飲めるご飯簡易組立トイレ

ボサノヴァライブ 吉川 あゆこ さん

5月のアフタヌーンコンサートで素敵な歌声を聴かせてくださった吉川あゆこさんにお話を伺いました。

ブラジル音楽との出会い

ヴォーカルスクールを卒業後、ジャズバーで歌

い始めた14年前に、バーでギタリストが奏でる

ボサノヴァの異国情緒溢れる美しいメロディー、

ハーモニー、軽やかなリズムにすっかり魅せら

れました。

ブラジル音楽には様々なジャンル

があり、私達に馴染みがあるのが

ボサノヴァです。琴線に触れるよ

うな美しい旋律、繊細で表情豊か

なハーモニー、体が自然に揺れる

心地よいリズム、そしてポルトガ

ル語の持つ独特な柔らかい響き等

魅力にあふれた音楽です。

ボサノヴァ

音楽が人の心に働きかけ会

場の一体感を高めて皆が一

緒にいる幸福感が得られる

コンサートにしたいと思っ

ています。

心がけていること

人生100年時代、いきいきと過ごすためには、

身体の健康に加えて心の健康も大切です。音

楽は心に良い影響を与えてくれるものの一つ

だと思います。聴いて下さる方に、ジューク

ボックスのようにジャンルを問わない様々な

音楽をお届けし楽しんでいただくことで、少

しでも心の健康に寄与できれば嬉しいと思っ

ています。

将来の夢

｢いのっこ｣は4月号より、順次誌面の変更を試みてい

ます。｢読む いのっこ｣から｢見る いのっこ｣へ。そし

て地域の皆様に当センターの情報提供を第一に、誌面

作りに取り組んでいます。これからも工夫をしてより

良い誌面を目指していきます。 K.W

コミセン園芸部 No.4

プランターの春の
お花は、まもなく
おしまい。夏のお
花の登場が、楽し
みです。

休館日のお知らせ 7/12、19(火)

｢いのっこ」は、東山田・西山田・南山田・北山田・山一・山三・山五・五月が丘の8地域のコミュニティ情報紙です。

いのっこ 第259号 2022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）

【当コミセンは、全館WIFIを完備しております】


