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　『すいっとわーく』とは吹田市立市民センター４館のネットワークによる、ふれあいや発見を広げる活動の名称です。

より心豊かなくらしを彩るキッカケになれば・・・というねがいを込めています。

・岸部市民センター　　・豊一市民センター

・千里丘市民センター　・山田ふれあい文化センター　

どこのセンターに行ってもOK

・岸部市民センター　　・豊一市民センター

・千里丘市民センター　・山田ふれあい文化センター　

どこのセンターに行ってもOK

4/1 ～ 4/30 の期間中
センターロビーにサークルお花畑が登場！

市民センター４館分の
　　　　　　　　ご登録サークルも見れますよ！

今年は達筆な

字を習得する

受付でお花畑セットをお配りしてますので、

サークルのあれこれを自由に書いて下さいね。

例えば？

ロビーに自分のサークルのお花畑が完成！

サークルメンバー

　　募集中

　発表会に

向けて歌の練習

　皆で頑張ろう！

サークルひろばのご利用

もいかがですか？※詳細は４面にて

○○サー
クル



今回のサークルさんは…

体験を終えての感想

いざ体験
！

教えて？

豊一市民センターご利用の

　市民センターでは、色々なサークルさんが様々な活動をされています。
そんなサークルさんの活動に私達スタッフ 4名が体験させていただきました！

　本場アメリカでは 60 分踊り

続けるみたいですよ。

すごいですね！

お祭りや週末パーティーで

よく踊るそうです。

  日本でいう盆踊りのような

ものですね。

ちょっとこばなし

『CLEｶﾝﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ』さん

CLEｶﾝﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ
とだ 先生

体験メンバー紹介

岸部市民センター 
なおき さん

豊一市民センター
けいこ さん

千里丘市民センター
まり さん

山田ふれあい文化センター
あすみ さん

30分も踊れるか
な？

　　　下半身メインのダンスで、音楽のリズムに合わせて自然と踊れましたよ。
　　　

　今回はカントリーダンスの基本ステップにチャレンジ！

30 分も踊れ
るかな？

　　　　　　　　　　

じわーっと気持
ち良く

汗をかけるんで
すよ！

じわーっと気持
ち良く

汗をかけるんで
すよ！

『CLEｶﾝﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ』さんってどんな活動をしているんですか？

　みんなで一緒に足だけのステップダンスを楽しんでますよ。
ステップの種類と組み合わせ方が多くあるので、頭もすごく使うんですよ！
楽しみながら足腰を動かして、頭を柔らかくするのにピッタリ！とだ 先生

理想の夫婦像ですね！

　先生が奥様で、旦那様も優しくサポート
されててステキ！

　テンガロンハットにブーツ姿がすごく
カッコイイわ。早速揃えてみよう。

　同じ趣味を持つと会話も弾みそうですね。
僕も奥さんと同じ趣味を習おうっと！

　私も夫に勧めてみようかしら。
あの仲の良いご夫婦みたいになりたいわ。

理想の夫婦像ですね！

けいこ さん

まり さん

なおき さん

あすみ さん

取材団体紹介

『 CLEｶﾝﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ』

■お問合せ：「CLEｶﾝﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ」

ひとことメッセージ

取材団体紹介

豊一市民センターご利用

『CLEｶﾝﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ』さんと体験スタッフで部屋の使い方などについてトークしました。

ルームトーク

『岸部市民センター』をご利用のサークルさんです。
お部屋 de ウォッチング次回の は

（予定）

～豊一市民センター音楽室～

　　　　　　　

こちらは岸部市民センターの多目的ホール。

可動式のステージがあり、用途に合わせてスペースを有効活用できます。

今日の部屋の印象はどうですか？

みなさんも市民センターの部屋で何か始めてみませんか？みなさんも市民センターの部屋で何か始めてみませんか？

う～ん？子どもの発表会にも良いわね。
元気な子どもが伸び伸びできると思うわ。

防音が良いわ。音楽とダンスにも集中できるわ。

他には面白いお部屋の使い方はあるかな？

岸部では空手の団体がありますね。
空手の掛け声も元気よくできるね。

まだまだ防音のお部屋について面白い使い方が
ありそうですね。

床が赤いクロスでキレイですね！
ダンスの指導にもさらに熱が入りそう。

そうね。
カントリーダンスにも興味を持ってくれるかな。

豊一にも空手の団体があるので、早速ご案内
してみよう。他にはあるかな？

文化系だと詩吟教室や演劇も良さそうですね
発声練習もバッチリできるね。
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CLEｶﾝﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ
とだ 先生

CLEｶﾝﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ
とだ 先生

　「楽しく身体を動かすこと」をモットーにみんなで
集まってダンスを楽しんでますよ。
姿勢も自然と良くなると思うので、気軽に健康づくり
を始めてみませんか？

ｼｰｴﾙｲｰ

見学いつでも OK！



サークルひろばを知ってますか？

体幹トレーニングとウォーキングがドッキング。

体を内から鍛えて、正しい歩き方と合わせることで

体脂肪を効率よく燃焼し、冬の体脂肪を解消しましょう。

今回はイベントの後日にも、アフターフォローとして

お申込みいただいた各センターで復習タイムを設け、

センタースタッフと一緒に当日の内容復習し周辺をウォーキング。

続けてもらうためのキッカケ作りをサポートします。

HPからも

確認できます！

ご登録はお気軽に

受付まで。

サークルひろばを知ってますか ?

市民センターで活動中のサークルを
　　　　　　　　　　　自由にチェック可能！

市民センター４館分の
　　　　　　　　ご登録サークルも見れますよ！

何かを始めたい人へのおすすめポイント

色々なサークルさんもありますよ！

この春から新しい趣味をはじめませんか？

サークルさんへのおすすめポイント

活動紹介やメンバー募集が市民センター

４館でできますよ。

http://suitacc-ogbc.jp/

この「すいっとわーく」は 7,000 部印刷し、一部あたりの単価は 16 円です。

各センターへのお問い合せ・アクセス

指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

吹田市立千里丘市民センター

〒565-0811
吹田市千里丘上 14 番 37 号

電話 06-6878-9510

FAX 06-6878-4975

●JR 千里丘駅より徒歩９分
●阪急バス メゾン千里丘線 /
　すいた すいすいバス 
　蔵垣内 停留所 下車徒歩 5分

吹田市立岸部市民センター

〒564-0011
吹田市岸部南 1丁目 4番 8号

電話 06-6317-1293

FAX 06-6317-1294

●JR 岸辺駅より徒歩９分

●阪急正雀駅より徒歩２分

吹田市立豊一市民センター

〒564-0062
吹田市垂水町 1丁目 53 番 7号

電話 06-6384-1290

FAX 06-6384-2143

●北大阪急行 /
　地下鉄・江坂駅より徒歩 15 分
●阪急豊津駅より徒歩 15 分

吹田市立山田ふれあい文化センター
〒565-0821
吹田市山田東 1丁目 28 番 9号

電話 06-6876-1201

FAX 06-6876-9160

市民センター 4館共通ホームページ

イベントやスタッフブログなどを掲載しています。

岸部
市民センター

山田ふれあい
文化センター

千里丘
市民センター

豊一
市民センター

阪急

阪急

●すいた すいすいバス
　山田宮ノ前 停留所下車すぐ
●阪急バス 吹田市内線
　山田宮ノ前 停留所下車 徒歩 5分

【千里丘市民センター編】

これ知ってる？

　千里丘市民センターのクラフト室には専用の窯があり

ます。素焼きと本焼きの２種類の焼き方が選べ、作品の

表情が変わるんですよ。

　この春にマイカップやマイお皿を作って、ピクニック

にでも行ってみませんか？

和室と会議室を仕切る壁クラフト室で創作の春

※ご登録サークルは４館全体で 143 団体　2015 年 4月 1日時点


