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2022年 8月～12月 アフタヌーンコンサート

出演：ステッラ＆リード

夏の終わりのコンサート

～ 夏の終わりの黄昏を
笑顔と共にお楽しみください～

８月

大正琴アンサンブル

出演：大正琴アンサンブルグループ Bio！

９月２５日（日）１４：００～１５：００

９月

～ 秋のひとときを大正琴の音色と共に～

ジャズコンボ

１０月２３日（日）１４：００～１５：００

出演：ヅッチピアノトリオwithアラアラ

10月

～ 実りの秋のジャズライブ～

１２月２５日（日）１４：００～１５：００

～ みんなで楽しいクリスマス～

12月

ハンドベル＆女声コーラス
出演：ミモザ音楽サークルon♪coro

【お申し込みは、各月1日よりお電話または窓口へ】

＃11月は、いのっこ祭｢たそがれコンサート｣があり、アフタヌーンコンサートはありません。

８月２８日（日）１４：００～１５：００



骨盤メンテエクササイズ With ベビー
6/30 講師 増田 百合子 さん

人生を楽しむ気功体操
7/4 講師 栗田 亜紀子 さん

楽しく体を動かす

ことができて気持

ちよかったです。

～参加者より

きらきらキッズクラブ
6/18、 7/16 講師 吹田地区栄養士会「さんくらぶ」

楽しみながら体を動か

せて、とてもリフレッ

シュできました。

～参加者より

【活動報告】

わが子が以前にも増して料

理を作りたがるようになり

ました。 ～保護者より

夏のアロマ＆ハーブレッスン
7/13、20 講師 酒井 なおみ さん

とても楽しかった。

アロマの香りと先生

のお話に癒されまし

た。 ～参加者より

第12回 アフタヌーンコンサート ～ハッピーサマータイム～
7/24  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)

次回 女声コーラス＆鍵盤ハーモニカ
日時 8月28日（日）
出演 ステッラ＆リード
お申し込みは 8/１(月)～
お電話又は窓口まで

シニア向けスマホ体験講座
7/6 講師 スマートフォンアドバイザー

わかりやすく教えて頂いて、受講し

てよかったです。 ～参加者より

福祉講座「腰痛予防」
7/23 講師 榎本 俊一 さん

（理学療法士：グループホーム たんぽぽ 機能指導員）

体の動かし方によって腰痛が改善
される事を教えて頂き良かったで
す。姿勢にも注意し、体操も毎日
続けていきます。 ～参加者より



9月7日.14日（各水） フランス語入門講座

9月10日.24日（各土） 初心者向けヨーガ講座

9月15日.22日.29日（各木） 太極拳入門講座

9月17日（土） きらきらキッズクラブ

9月17日.2４日（各土） 「伊勢物語 絵を読む」

9月18日（日） 軽スポーツ「カーリンコン」

９月20日.27日（各火） 初心者向け大正琴体験講座

９月25日（日） 第14回 アフタヌーンコンサート

９月25日（日） 陶芸体験講座

【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

初心者向け

大正琴体験講座

9/20､27
10/4(各火）

10:30～
12:00

10人
無料

往復はがき
9/12(月)
必着

主催：文化活動部会

講師：吉田 由里さん

第14回 アフタヌーンコンサート

大正琴アンサンブル
9/25(日)
14:00～
15:00

80人
無料

9/1(木)～
電話または
窓口へ

出演：大正琴アンサンブル

グループ B i o ！

陶芸体験講座
9/25､10/9､16  

(各日) 
13:30～
16:00

15人
1000円

9/1(木)～
電話または
窓口へ

主催：文化活動部会

講師：半田 裕哉さん

（亥のっ子ポタリークラブ講師）

いのっこアイアイひろば
10/3(月)
10:00～
11:00

親子10組
無料

9/10(土)～
電話または
窓口へ

主催：子育て・共生部会

「ボッチャ」の講演と体験
10/16(日)
10:00～
12:00

30人
無料

9/20(火)～
電話または
窓口へ

主催：高齢者・障がい者支援部会

講師：清水 博之さん

松田 忠司さん

（吹田ボッチャの会）

プロから教わる

コーヒー講座

10/17(月)
13:00～
15:00

8人
800円

往復はがき
10/3(月)
必着

講師：呉村 秀幸さん

（さつき珈琲店主）

9月の講座・イベント



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

ハワイアンバンド フラ ブリーズ
たくま あき し うえはら ともこ

詫摩 昭士さん 上原 朋子さん

当センター主催、第１６回ハワイアンフラフェスタの演奏を担当していただいた、ハワイアンバンドの｢フラ
ブリーズ｣のリーダー詫摩昭士さんと事務局の上原朋子さんにお話を伺いました。

フラダンスのブームが起こり、演奏会にはフラが欠

かせない様になりました。2017年1月にハワイの

音楽とフラダンスを楽しんで頂くハワイアンバンド

として私達のバンド ｢HULA  BREEZE｣(フラのそ

よ風)が誕生しました。

名 前 の 由 来

結成わずか5年のバンドです。

ハワイ好き・唄好き・楽器好

き・音楽好きのメンバー６名

が持つ技術と過去の経験を結

集し、月２回の練習を重ねな

がら、演奏活動を行っています。ここ数年は、

コロナ禍で不遇の時でしたが、お声がけがあれ

ばどこにでも行って演奏したいとの事です。

ハワイアン音楽のロビーコンサートを見て、学

生時代にはまっていたスチールギターにまた挑

戦しようと思いたった詫摩さん。フラダンスを

通じてハワイアン音楽に魅せられ、フラダンス

だけでなく、歌と楽器にも挑戦している上原さ

ん。ハワイアン音楽が生活の一部となり、生活

になくてはならない存在のお二人です。フラブ

リーズの演奏で、1日でも多く皆さんにハワイ

アン音楽を楽しんでもらいたいそうです。

奏者が減少しているスチー

ルギター。弦が8弦で、ハ

ワイアン音楽には欠かせな

い独特の楽器です。

活 動 状 況

魅 力

スチールギター

スチールギター

スチールギター

10月～12月の講座・イベント

【協議会主催講座イベント】 【部会主催講座イベント】

10月 8日, 22日 初心者向けヨーガ講座＊

10月15日 きらきらキッズクラブ＊

10月17日 プロから教わるコーヒー講座

10月22日 福祉講座「高血圧予防」

11月19日 きらきらキッズクラブ＊

11月20日 人生を楽しむ気功体操

11月24日 クリスマス寄せ植え講座

12月 1日 骨盤メンテエクササイズWithベビー

12月 ２日 お正月の飾り物

12月 ４日 第16回いのっこ笑う亭

12月14日 プリザーブドフラワーアレンジ

12月17日 きらきらキッズクラブ＊

（＊：連続講座です）

10月23日 ジャズコンボ

12月25日 ハンドベル女声コーラス

【アフタヌーンコンサート】

10月 3日 いのっこアイアイひろば

10月 4日 初心者向け大正琴体験講座

10月 9日,16日 陶芸体験講座

10月16日 ｢ボッチャ｣の講演と体験

10月25日 今城塚古墳・古代歴史館見学会

11月19日 秋のハイキング

12月 5日 いのっこアイアイひろば

12月18日 第22回｢けんぢの広場｣

｢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。

休館日のお知らせ 9/13(火)

いのっこ 第261号 2022年9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】

＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊
少し落ち着きを見せていたコロナ禍ですが、また大きな波がき

て安心できない状況が続きそうです。コミセンでは、利用者も

通常時の数に戻り、講座、イベントも充実してきた矢先の事態

ですが、利用者の皆様の協力で感染予防に細心の注意を払い、

乗り越えていきたいと思います。 K . K

11月12日・13日 第20回 いのっこ祭

～ 喫茶コーナーより ～


