
亥の子谷コミュニティセンターニュース

午前の部 10：30～12：00
午後の部 13：30～15：00

笑う門には福来る。今年の笑い納め 『 いのっこ笑う亭 』 の時期到来です。

今回は１6回目を迎えます｡ 師走のひととき、大いに笑いましょう！

定員： 各８０名（先着順） 入場料：３００円

今年も午前の部・午後の部の２回公演でお楽しみいただきます。午前、午後ともに同じ出演者、演目ですの

で、ご都合に合わせて午前か午後をご予約ください。ただし複数予約はできませんのでご了承ください。

【お申込み】 １１月１０日（木）午前９：００から電話または窓口にて受付を開始いたします。

爪田家ふぶきさん 千里家笑太郎さん爪田家粋 花さん 爪田家小 雪さん



【これからの講座イベント紹介】

ジャズを遊び心で！
出演 ： あそびよし

入場：500円 、10/10 ～ 受付

高齢者・障がい者支援部会

＊ 缶バッジづくり体験

＊ 福祉事業製品販売

子育て・共生部会 （12日のみ）

＊ いのっこアイアイひろば

バルーンアート

ハッピーバルーン とも

たそがれコンサート
12日 （土）

19:00～20:00

体験コーナー

パフォーマンス １2日 （土）

イベント・講座 開催日時
定員
費用 申込み 講師・出演

秋 の ハ イ キ ン グ
～身近に秋を山田コース～

11/19(土)

9:30～
13:00

20人
無料

10/20(木)～
電話または
窓口へ

主催：健康づくり・スポーツ部会

人 生 を 楽 し む

気 功 体 操

11/20(日)

10:00～
12:00

35人
100円

11/1(火)～
電話または
窓口へ

講師：栗田 亜紀子 さん

（YOU-ME気功体操研究会）

ク リ ス マ ス

寄 せ 植 え 講 座

11/24(木)

10:00～
12:00

12人
2500円

往復はがき
11/14(月)

必着

講師：光村 庄司 さん

（フローリストローズグローブ代表）

骨盤メンテエクササイズ
ｗithベビー

～産後ママのBODYケア～

12/1(木)

10:00～
11:30

8組
無料

11/10(木)～
電話または
窓口へ

講師：増田 百合子 さん

（大阪府助産師会 ）

お 正 月 の 飾 り 物
12/2(金)

13:30～
15:00

15人
2000円

往復はがき
11/18(金)

必着
講師：羽田 真理子 さん

第１６回

い の っ こ 笑 う 亭

12/4(日)

午前の部
10:30～12:00

午後の部
13:30～15:00

午前･午後
各80人
300円

11/10(木)～
電話または
窓口へ

出演：爪田家 ふぶき さん

爪田家 粋花 さん

爪田家 小雪 さん

千里家 笑太郎 さん

いのっこアイアイひろば
12/5(月)

10:00～
11:00

親子10組
無料

11/10(木)～
電話または
窓口へ

主催：子育て・共生部会

プリザーブドフラワー

アレンジ

12/14(水)

10:00～
12:00

15人
2000円

11/20(日)～
電話または
窓口へ

講師：多田 広美 さん

（プリザーブドフラワー教室

Story主宰）

吟詠歌謡菜の花会（親子の情愛を詠う）

山村流日本舞踊若松会（今を楽しむ）

大鉄支部すみれ教室祥瑞流詩舞会
（吟と舞錦秋のしらべ）

フラブリーズ（ハワイアン演奏とフラ）

朗読工房

（みんなで読めばこわくない ～愛のお話ふたつ～）

吾亦紅 （ハーモニカアンサンブル）

ニューストリーム （木管アンサンブル）

琴城流大正琴つくし会 （大正琴コンサート）

ディンドン （ハンドベル「懐かしいあの頃」）

銭太鼓同好会（銭太鼓を楽しもう）

IZA‼五月（五月が丘ソーラン）

吹田市吹奏楽団 （金管１０重奏）

ステージ １2日 （土）

ステージ １3日 （日）

1階 書道同好会

2階 亥の子谷彩画クラブ

3階 亥の子谷パレット会

Inokoro陶芸倶楽部

備前焼同好会

亥のっこポタリークラブ

詳細は別途プログラム等をご参照ください

ギャラリー



カーリンコン 9/18

主催：健康づくり・スポーツ部会

文芸講座「伊勢物語 絵を読む」9/17、24

講師：塩見一仁さん

フランス語入門講座 8/17、24、31、9/ 7、

14
講師：粟野広雅さん

第２０回 いのっこピースフェスタ2022「アフガニスタンの今」最新取材報告 8/27
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（フリージャーナリスト・NGOイラクの子どもを救う会代表）

第１８回「朗読・葉月」～平和を思う～ 8/26 
主催：文化活動部会（朗読工房）

ウクライナの戦禍にも

触れつつアフガニスタ

ンの生々しい現状を講

演され感動しました。

また国内での大きな問

題も聞けて視点が広が

りました。

～参加者より

観客の皆さんの

「心」に響く演

目が披露されま

した。

ゆったり、ゆっくり
進むので、楽しく、
不安なく受講できま
した。～参加者より

【活動報告】

「ボッチャ」に似たス
ポーツ カーリンコン！
大盛りあがりでした。

古典わかるかな

と心配しており

ましたが、説明

が丁寧で、楽し

い時間でした。

～参加者より

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   出演 大正琴アンサンブルグループB i o !

初秋の穏やかな午後のひと
とき、4人の奏者の創り出
す大正琴の素敵な音色が
ホールに広がりました。ま
さしくゴールドフィンガー
の演奏でした！



｢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誌です。

～ 喫茶コーナーより ～

i

休館日のお知らせ 11/8(火)

いのっこ 第263号 2022年11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 ＊ ＊ ＊

備蓄用飲めるご飯簡易組立トイレ

山田にながく暮らしながら、コミセンは委員になって始めてその存

在を知ったという私。フラダンスや講演会に参加し、イベントの楽

しさに目ざめました。住民による住民のための施設。利用しなかっ

たのは不覚。そんな私のような人にぜひ足を運んでいただきたい。

利用者数に比例してコミセンの魅力も増えるはず。 N . I

ステッラ＆リード 山﨑 芳智子さん

8月のアフタヌーンコンサートで素敵な女声コーラス＆鍵盤ハーモニカを聴かせていただいた、ステッラ＆リード
の山﨑 芳智子さんにお話を伺いました。

備蓄用飲めるご飯簡易組立トイレ

大学の同級生とボランティア活動で一

緒だったメンバーが、各自の演奏活動

を行いながら月２回のアンサンブルの

練習をし、病院や施設、蓼科や鹿児島

などからの演奏依頼をいただいたのが

本格的な活動のきっかけでした。

ステッラ ＆ リード の活動のきっかけ

これからも色々な曲に挑戦

して、多くの場所で、歌と

鍵盤ハーモニカのアンサン

ブルの演奏を続けていきた

いと思っています。

鍵盤ハーモニカは、手軽に持ち運びができて、

音は美しく響き、息の調整で音色が

色々変化する素敵な楽器です。活動

開始の時より鍵盤ハーモニカの魅力

をより多くの方に伝えたいと思い、

演奏を始めました。また、私自身

鈴木楽器のケンハモ認定講師として

の活動も始めました。
ステッラ & リード の名前の由来・特徴は？

鍵盤ハーモニカの魅力は？

これからの活動と将来の夢
ステッラは星、リードは導き。いつも輝き、楽しい

音楽へ導く…という気持ちで、明るく元気に演奏し

ています。聴いて下さる方々と笑顔あふれるひと時

をともに過ごしていきたいと思っています。ここ数

年はコロナ禍で、演奏の場が少なくなりましたが、

お声をかけていただいたときは、新しい曲にも挑戦

しながら楽しく演奏活動を行っています。

1１月の講座・イベント

11月12日（土）,13日（日） いのっこ祭

11月12日（土） たそがれコンサート

11月19日（土） きらきらキッズクラブ

11月19日（土） 秋のハイキング

11月20日（日） 人生を楽しむ気功体操

11月24日（木） クリスマス寄せ植え講座

19:00～20:00

10:00～13:00 

9:30～13:00

10:00～12:00  

10:00～12:00    


