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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。

司会は米朝一門の
桂 ひろばさんと
桂 鯛蔵さん。
おもしろトークと
落語をお楽しみに !
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10/24( 土 ) ～ 11/25( 水 ) の

期間中、ロビーに出演サークル

を紹介！

イベント当日を

　　　お楽しみに！

わ

ご出演時間 13:30 ～ 14:00ご出演時間 13:30 ～ 14:00
( 豊一市民センターご利用 )( 豊一市民センターご利用 )

ご出演時間 11:30 ～ 12:00ご出演時間 11:30 ～ 12:00 ご出演時間 13:30 ～ 13:30ご出演時間 13:00 ～ 13:30

ご出演時間 11:00 ～ 11:30ご出演時間 11:00 ～ 11:30

藤玉流新舞踊さん藤玉流新舞踊さん

吹田ギターアンサンブルさん

知亜紀バトンサークルさん

吹田ギターアンサンブルさん

知亜紀バトンサークルさん

モアナ ブリーズさんモアナ ブリーズさん

１１月２９日（日）

入場無料(入退場自由)／どなたでもご自由にご覧いただけます。

会      場：山田ふれあい文化センター

11：00 ～

主催：吹田市立市民センター
( 指定管理者 大阪ガスビジネスクリエイト㈱ )

わ
第 2回第 2回

私たちこんなサークルです。私たちこんなサークルです。

各市民センターで活動するサークルさんがステージで日頃の活動の成果を発表します !!

各市民センターで活動するサークルさんがステージで日頃の活動の成果を発表します !!わく くわ



今回のサークルさんは…

いざ体験！

感想は？

きっかけ
は？

サークルひろばで１枚のチラシに目がとまりました。「色々な人と将棋をしたい」という小学生の熱い想いで
立ちあがったサークル。サークル立上げ支援をしているセンターとしては是非取材をとおもい、急遽潜入取材を敢行。

新しいメンバーを増やし、

将棋大会を開きたい！

★サークル立上げ編★

サークル立上げ
を考えている方

に
今後の目標は？

強い人とどんどん対戦し、

自分の力を伸ばしていきたい！

サークルひろばがオススメ！

　活動紹介やメンバー募集が
　市民センター４館で可能。

　HPとチラシの両方の掲載がOK！

『吹田山田しょうぎサークル』さん

お父さん てるまくんりつきくん うちいけおじいちゃん

たにぐちファミリー

体験メンバー紹介

山田ふれあい文化センター
ゆりさん

山田ふれあい文化センター
ゆうこ さん

　サークルの立上げで良かったことは？

　　　相手より１５手先まで考えることにビックリ！！

　　　

　　　強い人は相手に自分の駒を取らせて、その間に攻めるんですね。

　　　

　　　

　　　

　「将棋サークル」を作ったきっかけは？

幅広い世代の人と将棋が出来て嬉しいなあ。

　友だちに誘われて小学生の将棋クラブに入ったよ。

　お父さんとも将棋をする毎日の中、もっと強い人と対戦したいという想い
　から市民センターに行ってみたよ。

　

新たなハッケンいっぱい！！

オトナの童謡楽しみました！

次回のお部屋 de ウォッチング

はは

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？

他には？面接や生け花教室、絵画の写生
大会にも良いですね。

畳の部屋で、ゆっくりくつろぎながら将棋が
できるので良いですね。

ルームトーク ～山田ふれあい文化センター和室～

『吹田山田しょうぎサークル』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。

良いなあ。いろんな人と将棋ができるのが
楽しみ。

は
『千里丘市民センター』をご利用のサークルさんです。 （予定）

こちらは千里丘市民センターの会議室 (1)。

開閉式のホワイトボード・スクリーンもあり多用途に使えます。

取材団体紹介

山田ふれあい文化センターご利用

隣の会議室とつなげて広く使用できるん
ですよ。

和室ってまだまだ面白い使い方が
ありそうですね。

正座が苦手な私でも将棋に集中できますね。

畳のにおいはリラックス効果がありそうですよね。

他にも何か特徴はあるかな？

演劇練習や模型の展示などはどうかしら？

メンバーを増やして将棋大会はいかがですか？

他には実は椅子も机もあるんですよ。

山田
ゆり さん

山田
ゆうこ さん

山田
ゆり さん

山田
ゆうこさん

りつきくん

山田
ゆり さん

山田
ゆり さん

山田
ゆり さん

山田
ゆうこさん

山田
ゆうこさん

お父さん

「いろんな相手と対局してみたい」という小学生の
想いから作ったサークルです。
月１回、気軽に将棋を楽しんでいます。
将棋を指したい、将棋を通して仲間を増やしたい人など
お待ちしております。

『 吹田山田しょうぎサークル』
ひとことメッセージ

■お問合せ：「吹田山田しょうぎサークル」

見学いつでも OK！

チラシ・HP の作成

市民センターで活動開始

うちいけおじいちゃん

が入りメンバー４名に

取材当日も飛び入りで

小学生が初参加

今後もメンバーを増やし、

将棋大会を開く

　　　作ったチラシを市民センターに置いてもらえて良かったよ。

　　　教科書にはのっていない生きた技が学べて、ますます将棋が好きになったよ。

　　　

①部屋の予約

②チラシの掲示

③サークルひろばの登録

　　　　　　　

子ども同士の
真剣勝負！

　　　　　　
　　　目指せ

羽生名人。山田スタッフ
2名で挑戦！

　　　　　　
　　　それで

も強い！



市民センターからのお知らせ

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

以前の休館日（千里丘：毎週月曜、岸部・豊一・山田：毎週火曜）も開放してるので、

※詳細については各センターのカレンダーをご確認下さい。

お部屋の

システムを活用しよう！

※空室状況の更新は毎月１日、１０日、２０日です。休館日等により、更新が遅れる場合がございます。ご了承ください。
※公開情報は更新日時点での状況になります。最新の状況はご希望のセンターまでお問い合わせください。

和室と会議室を仕切る壁

センターのロ
ビーで

     希望のお部
屋の空き状況

を確認！ ホームページ
からいつでも

、

　どこでもお
部屋の空き状

況を確認！

この看板が目印 !

パソコン・スマートフォン等で

センターロビー、ホームページどちらでも確認できます！

吹田市立市民センター 空室状況吹田市立市民センター 空室状況 検索検索

http://suitacc-ogbc.jp/res/

「クリスマス」・「忘年会」の計画は進んでますか？

空室状況を活用すれば、スケジューリングも簡単！

要チェック！


