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当館は新型コロナウィルス感染症の拡大防止に向けた対応として、5月6日（水）まで臨時休館となって
おります。 又、4月16日からは、予約受付も午前9時〜午後5時30分とし、不要不急の外出自粛要請を
受け、電話、
ＦＡＸ及びメールでの受付を実施しております。(4月17日現在。/ なお今後の変更につきま
してはホームページ等でご確認ください。）
ご利用者様にはご不便をおかけします。 みなさまのご協力に感謝すると共に、一日も早い終息を願っ
ております。 みなさまの元気なお顔に会える日を、スタッフ一同お待ちしています。

≪ コミセン主催行事について ≫

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」発出の影響で、原則、6月末までの
吹田市主催の行事が、中止又は延期になりました。
それにともない、当館主催行事も6月末まで取りやめにさせていただきます。
以下が取りやめになった催しです。
《5月の催し》
＊ 5月8日(金) コーヒー講座
＊ 5月9日(土) 勝尾寺のシャクナゲ
＊ 5月11日(月) 布引ハーブ園内ウォーキング
＊ 5月12日(火) 健やか体操
＊ 5月17日(日) 音楽で元気に
＊ 5月21日(木) 1日カラオケ教室
＊ 5月27日(水) 尼崎界隈散策と尼崎城
＊ 5月8日(金) もこもこくらぶ
＊ 5月9日(土) こども将棋教室
＊ 5月11日(月)ほわほわくらぶ
＊ 5月12日(火) 美ママくらぶ
＊ スマホ教室 5月8日(金)・5月22日(金)
＊ 100歳体操 5月1日(金)・5月8日(金)・5月15日(金)・5月22日(金)・5月29日(金)
＊ 5月16日(土) 第24回 協議会会員総会
《6月の催し》
＊ 6月8日(月) クラフト（スタンドランプ）
＊ 6月6日（土）渡船散歩
＊ 6月7日(日) アフタヌーンティー
＊ スマホ教室6月5日(金)・6月17日(水)
＊ 6月8日(月) ほわほわくらぶ
＊ 6月19日(金) もこもこくらぶ
＊ 6月20日(土) こども将棋教室
＊100歳体操 6月5日(金)・6月12日(金)・6月19日(金)
＊ 第24回 コミセンすっくまつり 6月27日(土)・28日(日)

≪行事取り止めのため『ざ・コミセン6月号』は休刊させていただきます。≫

現在「緊急事態宣言」の発出で活動休止状態にありますが、本来なら各部会のボランティア会員さん達が、
さまざまな催しを企画して、みなさまの健康・趣味・学びなどをテーマに交流の場を提供しています。
今回は、そんな部会活動をご紹介したいとおもいます。
事態の収束が見え、再開の運びとなりましたら、多くの方のご参加をおまちしています。

うちの部会はこんなことしてます！

是非ご参加ください。

＊文化活動部会

＊暮らし情報部会
当部会は、高齢者の暮らしに役立つ事、多くの人とふ
れあいながら楽しく暮らして行こうをテーマに活動を
しています。たとえば、法律の改正に伴う知識の勉強
会や、健康に関する取り組みやすい行事であったりし
た時には屋外の史跡文化遺産を訪れたりしています。
皆様のご参加を宜しくお願いします。

（河角）

豊富な文化に囲まれた生活をしている私達、伝統的な
ものから身近なものまで入りやすいものから取り上げ
て楽しむことを第一に考え、「万葉」ときくと難しそ
うですが先生の解説が楽しく人気の講座です。ウォー
キングをかねて歌碑を回ったり、民謡や盆踊りも土地
の風習や言いまわしなど興味深いものです。日頃見逃
して来た思いがけない事に目を向けてゆきたいもので
す。

（堀垣）

＊健康づくり・スポーツ部会

＊高齢者福祉部会
高齢化の進む中、いくつになっても元気に生活をエン

当部会は、みなさんの生活の中で健康第一をモットー

ジョイするために、食・体操・趣味など多岐にわたっ

にしています。屋内でのさまざまな軽スポーツを楽し

て「若々しく健康で楽しく生きる」ための講座を開い

みながら、身体を動かす喜びを感じて健康に自信を

ています。部会員が、みなさまの交流の場としても楽

持っていただき、参加者同士のコミュニティーを大事

しんでいただけるよう、毎回アイデアを絞って企画し

にして、笑顔の絶えない会です。また年に一度は屋外

ております。多くの方のご参加をお待ちしています。

へ出て散策し見学が楽しめるコースも企画していま

（釣田）

す。

＊障がい者支援部会
当部会は、音楽で元気に・アフタヌーン
ティー・コーヒー講座・近隣の障がい者施
設見学などの活動を通じて障がい者や多く
の皆さんと交流しています。障がい者だけ
でなく乳幼児からお年寄りまで誰もが暮ら
しやすい生活環境を目指して、共に考え・
学び・活動しています。皆さんのご支援を
宜しくお願いします。

（村住）

（山上）

＊ひと・共生部会

＊福祉ボランティア部会
行事のお手伝いを主にやりながら部会主催のイベント

当部会は、季節のお花や紅葉を見る花めぐり・今も大

もやっています。当日の朝には、すべてが整い、笑顔

阪に現役で運航している渡船に乗る渡船散歩・その土

で会員さんを迎えられるように、また会が盛り上がる

地の歴史を学び、往時を想う歴史散歩・吹田市立博物

ように、いつも気を配ってくれる部員が集う会です。

館の出前講座などの活動を通じて多くの人と学び・ふ

ときには部会員だけの親睦会も楽しんでいます。忙し

れあいそして楽しんでいます。楽しい事はどんどんや

いですが、いつも笑顔で、助け合いながら一日を楽し

るのがモットーです。皆さんのご参加をお待ちしてい

んでいます。

ます。

（吉田）

✿ コミスペ花便り ✿

（岸田）

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため休館中の
JR 以南コミュニティスペースの桜が 4 月初めに満開
となりました。今年は残念ながら、みなさまに観てい
ただけなかったので、誌面上でお楽しみください。

コミセン ニュース！

桜だけじゃないよ！

花びらのじゅうたん
に乗ったタンポポ

４月１日より当館風除
室に飲料の自販機が設
置されました。
この自販機は災害停電
時にも使用可能です

協議会会員募集
地域のコミュニティづくりを
目指す協議会活動に皆様も
参加されませんか

・
「懐かしの歌声喫茶」等、協議会主催の行事に
優先的に参加できます (一部行事をのぞく)

会員総会のご案内
「緊急事態宣言」の発出にともなう
第24回協議会会員総会について
のお願い
当初、5月16日(土)開催予定でしたが、

・ボランティアとして、各イベントの企画、運営に

書面にての決議とさせていただきます。

・
「ざ・コミセン」誌を毎月お届けします

させていただきます。

ご尽力お願いします

年会費1000円を添えて
窓口までお申し込みください
不要不急の外出自粛要請が
とけた後にご来館ください

協議会会員さまには、後日、書類を送付

ご理解の程、
よろしくお願い致します。
『よろしくお願いします』
≪新局長・新次長 紹介≫
｢職員は、地域社会に対す
るボランティア精神を発揮
し、協議会の目的の実現に
誠実に努めなければならな
い」と協議会規約に記され
ています。専心努力、頑張り
ます。
ご協力よろしくおねが
いいたします。

『ありがとうございました』

宮浦 寛治 局長

松原 義成 局長
コミセンが今後も地域の発展
と活性化に寄与するように願
っております。ありがとうござ
いました。

消防訓練

出会った人を大切に！
宮浦に代わり4月から次長
を務めさせていただきます。

砂子 香織

コミセンで出会えた全ての人に
「ありがとう♡」私はまた新しい
ことにチャレンジします。皆さん
にも素晴らしい未来が待ち受け
ていますように。

水谷 一夫 次長

≪新人スタッフ紹介≫

3月17日(火）スタッフ研修会

休館中ではありましたが、恒例の消防訓練を
行いました。
ご利用者さまの安全のため、避
難誘導、消火等の訓練、
ビデオでの講義をう
けました。

きたがみ り え こ

北上 里恵子

かしわぎ み う

柏木 美羽

＊ コミスペからのお願い ＊

交流ルームの充実のため、
ご使用にならな
い【本・各種ゲーム】のご寄贈を、お願い致
します。

＊休館日のお知らせ＊

5 月 19 日（火）・6 月 16 日（火）・7 月 21 日（火）
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