センターレポート
こちらのコーナーでは各センターの活動報告や耳より情報をご紹介します。

岸部

２０２０年 秋号

豊一

活動情報誌

市民センターは用途に応じてホールや会議室など様々な
お部屋を貸している施設です。
岸部市民センターでは、以前から利用者様よりトイレの洋式化の

豊一市民センターでは、現在 1 階ロビーにて秋仕様のロビー装飾展

要望をいただいておりましたが、ついに１階の洋式化が実現いた

示を実施しております。

しました。センター初のウォシュレット付便座で、ますます便利

スタッフ手作りの折り紙作品も掲示しておりますので、気になる折

となりましたので、ぜひご利用ください。

り紙があれば、ぜひ受付スタッフまで。

千里丘

そのお部屋を使って様々なサークル活動を行うことができます。

山田

数多くのサークルがある中で、今回はサークル内での

素敵なメンバーをご紹介というテーマで特集します！
先生や、参加メンバーなど、各センターで素敵な方にスポット
千里丘市民センターでは、新型コロナウイルス感染拡大予防の為の

山田ふれあい文化センターでは、1 階から 2 階までお客様がご利用

換気の際に、故障によりご不便をお掛けしていました網戸の戸車の

されるお部屋に避難経路図を掲示しております。

交換と網の張替えをしました。さらに網戸のない貸室には手作りの

地震や火災などが発生した場合、その経路図を基にお客様が安全か

網戸を製作しました。これで虫も入らず効率的な換気ができます。

つ安心して避難する事が可能です。( スタッフによる誘導も実施。）

をあてて、ご紹介します。

では実際どんな素敵なメンバーでサークル活動されているか
次のページで見てみよう！

指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト・国際ライフパートナー共同事業体

千里丘
マンドリン

岸部
毎週月曜日（18:00 ～ 19:00）にキッズエ

Dance School WORLD POPPIN さま ンジョイダンスをしています。

メンバーの対象年齢は 3 ～ 7 才で、今回は

アンサンブル

ンサートも実施しております。
いる吉田剛士氏を紹介します。

4 才の女の子たちを紹介します。

ラフィーヌ発足当時からご指導くださる吉田先生はマンドリンとポ

1 年前に親子クラスとしてダンスを始めた

ルトガルギターのデュオ「マリオネット」でご活躍中のマンドリニ

彼女たちでしたが、今はメンバーも増えて、

スト作曲家でもあります。大分麦焼酎「二階堂」のＴＶＣＭ（2014
～ 2017）の音楽を担当されました。またラフィーヌのテーマ曲

スを楽しんでいます。最初はひとつのステ

「いつも心にマンドリン」を作曲していただいてます。吹田市制 80

ップを覚えることから始まりましたが、1

周年記念メイシアター 80 組のアーティストＤＶＤにも登録されて

回のレッスンでひとつずつステップを覚え

いますのでぜひご覧ください。

て、今では様々なステップを組み合わせて

ラフィーヌでは、そんな吉田先生のご指導のもと、共に活動するメ

ダンスを踊れるようになりました。来年 1

花時計さま

童謡からクラシックまで幅広く演奏しており、依頼があれば出前コ

“ラフィーヌ“さま 今回はマンドリンアンサンブル“ラフィーヌ“をご指導いただいて
ごうし

子どもたちだけのキッズクラスとしてダン

豊一

ラフィーヌは 1994 年吹田市で発足した女性ばかりのグループです。

月には発表会がありますので、今はそれに

ンバーを募集しています。マンドリン・ギター・ベースの経験者の

向けて一生懸命ダンスに励んでいます。

方、ご参加お待ちしています。

一緒にレッスンをしてくれる新しいお友達
をお待ちしていますので、興味がある方は
ぜひ覗きに来てください。

毎週第 2・第 4 木曜日（13:30 ～ 18:00）に活動、生花・プリ

月曜日・水曜日（18:00 ～ 21:00）で月に
こでん

6 回活動しています。沖縄に伝わる古伝空

山田
沖縄空手

手と競技空手共に練習できます。
けんりゅうかい

拳琉会

さま

今年 7 月に世界 13 カ国 500 名が参加する
とまりはけんりゅう

ネット上での形の大会に「泊派拳琉会」で

ザーブドのレッスンを行っております。

出場し、優勝者含め入賞者を多数輩出しま

花時計のメンバーは大半が大人の方ですが、今回は最年少の 7

した。写真前列左の男の子が優勝者で、前

才の女の子をご紹介します。

列右の女の子が準優勝者になります。共に

お花が大好きで、もっとお花に触れたいと思い、お稽古を始め

年長さんから空手を始めて、毎日稽古に励

ました。活動を通して完成させた作品は、自宅に持ち帰った後

み、小学校 4 年生の時に今大会で優勝しま

もきれいに保てるよう、自ら率先して管理表を作成し、日々の

した。空手歴 4 年で、今大会も含めて他の

お手入れをかかさず行っています。

大会でも優勝経験があり、比較的上達の早

今後もお稽古を通して、素敵な作品をたくさん作っていきます。

い選手です。年長さんから一般部まで親子

今回ご紹介した女の子をはじめ年齢・経験問わずどなたでも

で稽古ができる道場です。見学・体験はい

ご参加いただけますので、ご興味がある方はどうぞ体験レッス

つでも受け付けておりますので、ご興味が

ンにお越しください。

ある方はぜひお越しください。

本誌でご紹介する活動サークルは通常、1 センター 1 団体にさせていただいておりますが、
今回数多くの団体様より応募いただきましたので、特別に別紙にてご紹介させていただきます。

【千里丘市民センター】
後藤美穂バレエスクール千里丘校さま

La La

解剖学に基づいた正しい基礎レッスンを行うことで美しい姿勢やセン

踊りを通してたくさんの人と出会い、心をつなぐことで「人生を豊か」

スを身につけます。後藤美穂バレエスクールでは、子供たちにバレエ

にするスペースづくりをモットーに活動しています。

を通して自分で自分の可能性を見つけてほしいと願うとともに心豊か

教室を立ち上げた頃から一緒にレッスンしている、小学校 1 年生の La

で優しく明るいバレエダンサーを育成したいと思っています。

LaBOY（中辻君）が JapanBallet Competition 2020（5 歳から小学

プレバレエクラスでは音楽を聞きながら体を動かすことで、楽しみな

3 年生部門）第 2 位、審査員特別賞を受賞しました！また講師を務め

がら瞬発力、運動能力を養います。ジュニアバレエでは、徹底した基

ている本人も優秀指導者賞を受賞。（尾関夢惟）

礎レッスンをすることで、美しく健康的な身体を目指します。

現在の教室では、3 歳から大人まで親子・姉妹・男の子も女の子もバ

写真の生徒はこのバレエスクールの中で、楽しく学びながらバレエコ

レエ大好きでレッスンに打ち込んでいます。

ンクールに出場したりと、経験と実績を積んでいます。

2021 年 2 月 23 日には高槻生涯学習センターにて第 1 回 LaLa Dans

2020 年 1 月より千里丘市民センターにてスクールを開設しました。

e Academie 発表会を開催予定。

体験レッスン見学も随時受付しています。

HP はこちら→lala-danse.com

千里丘武術隊・千里丘太極拳倶楽部さま

Dance

Academie さま

おぜきゆい

Instagram はこちら→lala_20181208

貸施設の利用条件 (10/23 時点）
①部屋の扉や窓を開けて、1 時間に 2 回以上、
数分間の換気を実施。
【密閉の防止】
②会場の広さを確保し、お互いに 2m 以上
（最低 1ｍ以上）離れて活動。（各お部屋の
利用定員を通常の半数以下）【密集の防止】
③近距離、対面での飲食・会話・発声・歌唱は
控える。
【密接の防止】

最年少は 5 歳から最年長は 70 歳までのメンバーで毎週水曜日に練習
しています。

りん

今回は千里丘武術隊「チーム凜」を紹介します。
りん

チーム凜は一般クラス（大人）の皆さんで構成されており、親子での
参加もあります。大会はもちろん、イベントにも積極的に参加されて
いて、毎週楽しみながら練習されています。また、その他のチームで
も、子どもたちは大会でのメダルを目標に、大人のメンバーは健康維
持の為と様々です。一緒に活動するメンバーを募集しています。皆さ
んも一緒にいかがですか？

④名簿を作成し、参加者を特定する。

【感染発生時の追跡】
※参加時に体調不良がみられた場合、部屋の
利用を控えていただく場合があります。
新型コロナウイルス感染症拡大予防に引続きご理解
及びご協力の程宜しくお願い致します。

【山田ふれあい文化センター】
じぬしかおる

地主薫エコール・ド・バレエ 山田宮ノ前教室さま

指導

村田恵理

毎週水曜日、3 歳から大人の方まで年齢別のクラスを行い、
健康や美容、子供達の情操教育など、バレエの美しい音楽
にのって、楽しくレッスンしていただける事を心がけてお
ります。
また江坂にはバレエ団のスタジオがあり、国内外でプロと
して活躍するダンサーを多数輩出し、バレエ団公演では、
文化庁芸術祭で大賞を受賞するなど活動実績を評価されて
おります。
担当の村田恵理は、地主バレエ団で長く主役を務めた経験
豊かな指導者です。将来プロを目指す生徒さんにはステッ
プアップするお手伝いもさせていただくことが出来ます。
コロナ禍の今だからこそ、豊かな心と元気な身体はとても
大切だと感じ、感染防止対策をしながらレッスンをしてお
ります。ご見学、無料で体験もしていただけますので、
ぜひどうぞ！

（夢）スタジオ

山田フラサークル

Li`o li`o さま

月曜日の午前 9:30 ～ 10:45、10:30 ～ 11:45 に活動していま
す。前半は小さなお子様連れの方のクラス、後半は大人だけの
クラスになります。10:30 ～ 10:45 の 15 分間は両クラス合同
で練習し、クラス間の交流も図っています。
本場ハワイのフラを正しく、楽しくメンバーで練習しています。
サークルでは素敵なメンバーばかりで明るく元気な方ばかりで
す。特に小さなお子様や赤ちゃんを抱っこしながら練習されて
いる S さんは、「将来お子さまと一緒にフラを踊ること。」が願
いとのことです。親子でフラをするのはとても素敵だなあと思
います。お子さんは年中さんから参加できるので、子どもの成
長が待ち遠しいですね。
フラには癒し効果とさらには代謝も深めダイエットにも免疫力
アップにも繋がります。練習で使用する曲もゆっくり何度も繰
り返し復習しながら進めていきますので、初心者の方も安心し
てご参加頂けます。ぜひご興味がある方はお気軽に体験にいら
して下さいね。

カウラナ・フラさま

フラワーサークル サンフラワーさま

土曜日の午前・月 2 回のレッスンに励んでいます。

毎週木曜日の 14:00 ～ 21:00 に活動しています。サークルメ

ゆったりとした音楽に癒されながら、柔らかく豊かなフラの

ンバーは自由に来れる日時を選んで、参加されています。

動きを追及しつつ、活動しています。

市場直送のお花を使用し、季節のアレンジメントやブーケなど

年 1 回、山田ふれあい文化センターの 2 階多目的ホールでの

の様々な作品を作ります。ブリザーブドフラワーの作品も作る

発表会でフラダンスを踊っています。

ことができます。当サークルには最年長の方で 80 代の方がお

メンバーの中で年長の亀田さんははるばる茨木の山の手から

られます。とても若々しく元気に頑張っておられます。いくつ

自転車で通って、10 年近くと言う頑張り屋さんです。

になってもチャレンジできるすばらしい方です。他の生徒さん

元気に踊り続ける先輩に続けと他のメンバーも頑張って踊っ

に勇気を与える存在です。

ています。

当サークルは自由参加制ですので、お気軽にお花に囲まれて楽
しいお時間を過ごしてみませんか？

