亥の子谷コミュニティセンターニュース
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編集：亥の子谷コミュニティ協議会

・たそがれコンサート
ジャズを遊び心で！
出演「あそびよし」

12日（土）19時～20時
2階多目的ホール
入場 500円 10/10～受付

ホームページ http://www.inokko.jp

【活 動 報 告】
おやこリズムたいそう
4/26、5/24、6/28、7/26 講師 ： 楽 ようこ さん

介護保険と障がい福祉サービス
と６５歳問題
7/30 主催： 高齢者・障がい者支援部会

音楽にあわせて歌っ
たり踊ったり。子ど
もと一緒に楽しみま
した。～参加者より

年を重ねても、社会の一員とし
て安心して生活していけるよう
に２つの制度を上手に活用して
いきたいです。 ～参加者より

初心者向け鍵盤ハーモニカ講座
7/7、21、8/4 講師 ： 山﨑 芳智子 さん

ぜひやってみたいと思っていた
ので参加できて良かったです。
この講座を今後も引き続き開催
してほしいです。～参加者より

第13回

健康講座「マスクアクセサリー作り」
8/6 主催： 健康づくり ・スポーツ部会

今回はマスクに付けるアクセ
サリーを作りました。毎日の
オシャレに最適‼～講師より

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 出演 ステッラ＆リード 隈本 跋子(P) 隈本 義子(Vo. 鍵盤ハーモニカ) 山﨑 芳智子(Vo. 鍵盤ハーモニカ)

次回 大正琴アンサンブル
日時 9月25日（日）
出演 大正琴アンサンブル
グループBio!
お申し込みは 9/１(木)～
お電話又は窓口まで

第2３回写真展

亥の子谷デイ作品展
１０/３(月)～１０/１５(土)
於：３Fギャラリー
～書道やぬりえ等の作品展～
■ 亥の子谷デイサービスセンター ■

ギャラリー
いのっこ

１０/２２(土)～１０/３０(日)
於：２F・３Fギャラリー
■ ホット・フォトクラブ ■

【第１６回

ハワイアン・フラ・フェスタ】

8/7

昨年に引き続き、今年もコロナ感染対策を施して、コミセン真夏の祭典が華やかに開催されました。
フラスタジオ VIVI

演奏：フラブリーズ

レイナニ フラスタジオ

サークル ハイビスカス

【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

福祉講座

10/22(土）
13:30～
15:00

40人
無料

10/1(土)～
電話または
窓口へ

10/23(日)
14:00～
15:00

80人
無料

10/1(土)～
電話または
窓口へ

10/25(火)
9:20～
13:00

15人
無料

10/1(土)～
電話または
窓口へ

11/12(土)
19:00～
20:00

80人
500円

10/10(月)～
電話または
窓口へ

11/19,12/17
(各土)
10:00～
13:00

8人
1000円

往復はがき
11/7(月)
必着

「高血圧予防」
第15回 アフタヌーンコンサート

「ジャズコンボ」
今城塚古墳・古代
歴史館 見学会
第20回 いのっこ祭

たそがれコンサート
きらきらキッズクラブ

【応募資格】：①年齢 20歳～65歳まで
②パソコンの基本操作ができる方

講師：永野 義典 さん
（亥の子谷デイサービス
機能訓練指導員）

出演：ヅッチピアノトリオ
withアラアラ
安土 直子(P) 上田 大喜(Ba)
緒方 維之(Ds) 荒畑 佐千子(Vo)

主催：くらし・情報部会

出演：あそびよし
平野 翔子(Vo) 永田 勇吾(P)
萬 恭隆(Ba) 中野 圭人(Ds)
横尾 昌二朗(Tp)

講師：吹田地区栄養士会
「さんくらぶ」

【応募方法】①履歴書 （市販の用紙を自筆で記入）
②作文400字程度

【勤務時間】：①１日２交代制実働６時間
前半勤務＝午前8時30分から午後3時30分まで
後半勤務＝午後3時から午後10時まで
●提出先
②週3日程度の勤務
【応募期間】：10月20日（木）まで随時受付いたします。

講師・出演

（テーマ：私の考えるコミュニティ作り）

を持参もしくは郵送してください。
〒565-0824 吹田市山田西1-26-20

吹田市亥の子谷コミュニティ協議会
（☎ 06-6878-3155）

※郵送の場合は、封筒に｢事務局スタッフ応募書類｣と明記してください。

i
Saccoさん

桑原 佐紀子さん

うたごえカフェでお馴染みの、また７月のアフタヌーンコンサートにSONG VOICE Familyとして出演し、
素晴らしい歌声を聞かせてくださった桑原佐紀子さん（Saccoさん）に、５年ぶりにお話を伺いました。

今、思うこと！

歌

コロナ禍を経験し、ライブ(生)で歌が
歌える事の良さ、有難さを痛感しま
した。そして歌に対してよりシンプ
ルに向き合っている自分自身に気が
つきました。

試

み

歌うために生まれてきたのではないかと思うほ
ど歌が大好きな私ですが、コロナ禍ではそれな
りに苦労もありました。リモートや Y o u T u b e で
のレッスン、 Y o u T u b e での歌声カフェなど離れ
ていても歌える活動を色々と模索していました。

希

アフタヌーンコンサートでは、
私の歌声との相性が良い、 くー
ぼ君のギターと 愛さんのピアノ。
それに加えて新しいチャレンジ
として、当コミセンで出会った
不思議なご縁のある朗読の須磨
さんとのコラボがありました。

う 事

望

スチールギター
身体の健康、心の健康の為、
歌う事は、今こそとても必要
ではないかと思います。１日
でも早く、大きな声で皆さん
と｢うたごえ広場｣で歌いたい
と心から願っています。 備蓄用飲めるご飯簡易組立トイレ
スタジアム中央全景

10月の講座・イベント
10月 ３日（月）
10月 ４日（火）
10月 ８日、22日（各土）
10月 ９日、16日（各日）
10月１５日（土）
10月１６日（日）
10月１７日（月）
10月２２日（土）
10月２３日（日）
10月２５日（火）

いのっこアイアイひろば
初心者向け大正琴体験講座
初心者向けヨーガ講座
陶芸体験講座
きらきらキッズクラブ
｢ボッチャ｣の講演と体験
プロから教わるコーヒー講座
福祉講座｢高血圧予防｣
第１５回アフタヌーンコンサート
今城塚古墳・古代歴史館見学会

＊＊＊

～ 喫茶コーナーより ～

【当コミセンは、全館WIFIを完備しております】

編集後記

＊＊＊

｢あっ、しまった！申込期間が過ぎちゃってる｣って事、ありませ
んか？講座･イベントの情報誌いのっこ。計画的に参加しやすいよ
うに早くから、何度も情報提供している新しい誌面、活用して頂
いていますか？コミセン最大のイベントである｢いのっこ祭｣に向
けて現在着々と準備が進められています。今年の秋も「いのっこ
祭」でお楽しみください。
Ｔ.T

休館日のお知らせ 10/11(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）
｢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。

