
亥の子谷コミュニティセンターニュース

2022年度 新講座/復活講座のお知らせ

初心者向けヨーガ講座

※電話・窓口でのお申込み 8/10（水）～

プロから教わるコーヒー講座

※往復はがきでのお申込みを予定（詳細は後日）

狛犬の由来と歴史

〈 新講座〉 〈 ３年ぶりの講座〉

〈新講座〉

※往復はがきでのお申込みを予定（詳細は後日） ※往復はがきでのお申込みを予定（詳細は後日）

講師 : 金村 貴子 さん

日時 : 9/10、24、10/8、22（各土）
講師 : 呉村 秀幸 さん

日時 : 10/17（月）

講師 : 塩見 一仁 さん

日時 : 2/4（土）

パティシエによる
ケーキ講習会

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

※ お申込み方法の詳細につきましては、順次いのっこ３面に掲載いたしますのでご確認ください。

講師 : 荒井 和則 さん

日時 : 1/18（水）

心と身体のバランスアップ！
身体年齢マイナスを目指して

本格的コーヒーの飲み比べや
入れ方、コーヒーに関する雑学など

〈 ３年ぶりの講座〉

バレンタインに向けた本格ケーキづくり
神社で私たちを出迎えてくれる

狛犬の魅力にせまる！



【活動報告】

いのっこアイアイひろば
6/6 主催 子育て・共生部会

あいにくの雨の中、１組の親子のご参加でした。

お兄ちゃまもこのアイアイひろばに参加したこと

があり、スタッフとすっかりお馴染みのご両親で

地域のつながりを感じるひとときでした。

シニア向けスマホ体験講座
6/7 講師 スマートフォンアドバイザー

｢楽しくわかりやすかった｣｢次回は

もう一段階詳しい事柄を教えて頂

きたい｣ ～参加者より

ステンシル講座
6/15 講師 牛谷 智恵子さん

思った以上に難し

く苦心しましたが

楽しくできました。

～参加者より

ハワイアンフラダンス講座
5/27、6/3、10、17 講師 中村 まゆみさん

この講座をきっかけに

一人でも多く、フラを

好きになって欲しいで

す。 ～講師より

軽スポーツ｢ボウリングで楽しもう｣ 6/25 主催 健康づくり・スポーツ部会

当講座は、今回第２２回目を

迎えました。皆さん、技術が

大変向上し、素晴らしい講座

となりました。

第11回 アフタヌーンコンサート～ミュージックアラカルト～

6/26  出演 majica JUNKO(Vo) 木村 弓恵(P) 田中 敬(Dr&Per.)

次回 ハッピーサマータイム
日時 7月24日（日）

出演 SONG VOICE Family
お申し込みは、7/１/(金)～
お電話又は窓口まで



イベント・講座 開催日時
定員
費用 申込み 講師・出演

第１８回「朗読・葉月」
～平和を思う～

8/26(金)
14:00～
16:00

80人
無料

8/1(月)～
電話または

窓口へ
主催：文化活動部会（朗読工房）

第２０回

いのっこ
ピースフェスタ２０２２

8/27(土)
10:30～
12:00

60人
無料

8/1(月)～
電話または

窓口へ

主催：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：西谷 文和さん

第1３回 アフタヌーンコンサート

女声コーラス

＆鍵盤ハーモニカ

8/28(日)
14:00～
15:00

80人
無料

8/1(月)～
電話または

窓口へ

出演：ステッラ＆リード

山﨑 芳智子さん

初心者向けヨーガ講座

9/10､24
10/8､22  
(各土) 
10:00～
11:30

35人
400円

8/10(水)～
電話または

窓口へ

講師：金村 貴子さん

（日本ヨーガ療法学会認定
ヨーガ療法士）

太極拳入門講座
9/15､22､29

(各木)
10:00～
11:30

35人
300円

8/20(土)～
電話または

窓口へ

講師：大西 いつ子さん

（吹田市太極拳連盟）

きらきらキッズクラブ
9/17､10/15 
(各土）
10:00～
13:00

8人
1000円

往復はがき
9/5(月)
必着

講師：吹田地区栄養士会

「さんくらぶ」

軽スポーツ

「カーリンコン」

9/18(日)
9:30～
11:30

36人
無料

8/20(土)～
電話または

窓口へ

主催：健康づくり・スポーツ部会

講師：本林 博子さん

大川 光男さん

(大阪カーリンコン協会）

文芸講座

「伊勢物語 絵を読む」

9/17、24
(各土）
10:00～
12:00

20人
500円

往復はがき
9/5(月)
必着

講師：塩見 一仁さん

【これからの講座イベント紹介】

【ギャラリーいのっこ】
～デイハウス りぼん 作品展～

8月4日（木）～8月18日（木）

３階 ロビー

ギャラリー

いのっこ



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

｢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。

【当コミセンは、全館WIFIを完備しております】

ステンシル講座 牛谷 智恵子さん

当コミュニティ協議会初の講座｢ステンシル講座｣の講師、牛谷智恵子さんにお話を伺いました。

ステンシルとの出会い

これから

無地の布やバッグに

切り絵型紙をあて、

色付けしていく作業

で、それらの素材に

命を吹き込める喜びや、他にはないただ一つのも

のを作れる事の楽しさがステンシルの魅力です。

魅 力

今回、講座を開講したのは、グループで作業する

楽しさを知っていただき、皆さんにステンシルを

作る楽しさを共有していただきたいとの思いがあ

りました。また、制作費の面でも、染料・型紙を

共同で使用することで、比較的安価に始めて頂け

る事も利点だと思いました。

ステンシルは、知り始めると幅広く、奥の深いも

のです。製作者の苦労の成果、出来上がった個性

あふれる作品に出会える事を楽しみにしています。

ステンシルという言葉自体が、あまり認知されて

いない事が現状で、今後ステンシルの楽しさを皆

さんに少しでも届けられるように頑張りたいと思

います。

講座によせる思い

ステンシルとは、型紙や切り絵を無地

の素材にあて、空いた部分に色付け

をして仕上げる技法で｢ろうけつ染

め｣の一種です。何か趣味を始めた

くて、いくつかの教室を訪れ、ろうけ

つ染め教室でステンシルと出会い、その楽しさに

魅了されました。

【 ８ 月 の 講 座 ・イ ベ ン ト 】

８月１日（月） いのっこアイアイひろば

8月４日（木） 鍵盤ハーモニカ講座

８月６日（土） 健康講座 ｢マスクアクセサリー作り｣

８月７日（日） 第16回 ハワイアン・フラ・フェスタ

8月17、24、31日（各水） フランス語入門講座

8月２6日（金） 第18回 ｢朗読・葉月｣

8月２7日（土） 第20回 いのっこピースフェスタ2022

8月２8日（日） 第13回 アフタヌーンコンサート

＊ ＊ ＊ 編集後記＊ ＊ ＊
より多くの皆さんに、コミセンのイベントや講座を楽しんで

いただき、地域の人との出会いや仲間づくりのきっかけにし

ていただければ・・・と願っています。情報誌｢いのっこ｣を

通じて皆様のお役に立つ情報をたくさんお届けできるよう努

めて参ります。今後ともご活用ください。 H . I

休館日のお知らせ 8/9(火)

いのっこ 第260号 2022年8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）


