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イベントレポート 
 

 

 

開 催 日 ： 2019年 7月 28日(日) 

 

開催場所 ： コミュニティプラザ平野 

（平野区民センター） 

 

時 間  ： 10時～15時 

 

入 場  ： 無 料 

 

 

 主催 一般財団法人 大阪市コミュニティ協会 平野区支部協議会 

 共催 JA大阪市 

    大阪平野ロータリークラブ 

 協力 平野区青少年指導員連絡協議会 

    平野区青少年福祉委員連絡協議会 

    大阪府立東住吉総合高等学校 ギター部 

    大阪府立長吉高等学校 ボランティア部 

    常磐会学園大学 

    手話サークル「くまた」 



  

令和元年(2019年)7月28日(日)に、コミュニティプラザ平野(平野区民センター)では、『み

て!きいて!私たちの活動の成果を!!サマーフェスタ 2019 inひらの』を開催しました。 

普段、コミュニティプラザ平野(平野区民センター)や平野区民ホールで活動されているサー

クル、講習会、団体のみな様の発表の場として今年も開催しました。 

 ステージの出演だけでなく、墨書展示や、出演者、観覧者が一日通して楽しめるように出店

も有り、ステージだけでなく会場全体で盛り上がりました。 

 また、当日の様子を J:COM が取材に来て下さり、8 月 6 日(火)に J：COM チャンネルにて

放送されました。 

 

 

 

9時 45分に開場、朝早くから多くの方にお越

し頂きました。 

 

共催して頂きました JA 大阪市による野菜即

売会には始まる前から長蛇の列が!! 

 

  

 

 

 

 

野菜即売会は大好評で、1 時間もたたないう

ちに完売致しました。 

  

 



 

 

10時になり開会。 

 

初めに、主催の大阪市コミュニティ協会

平野区支部協議会の会長、豊田幸一より

開会のご挨拶です。 

 

つづいて、お越し頂きました議員のみな

様もご紹介させて頂きました。 

つい一週間前まで選挙が有り、お疲れの所をお越

し頂きましてありがとうございました。 

 

 

次に、手話通訳でご協力頂きました、手話サーク

ル「くまた」の卯柳さん、中村さん、奈原さんのご

紹介です。 

 

 

 

 

そして司会を務めて頂きました、常磐会

学園大学の大学生、黒木さんと大成さん

のご紹介です。 

 

そして演目へ 

 

  

1番目は“大阪府立東住吉総合高等学校ギター部”の演奏です。 

東住吉総合高等学校ギター部は事前の準備から、当日の盛り上げまで様々な場面でご協力

頂きました。 



プログラムはどんどん進んでいきます。 

 

2番目は“100人よさこい平野チーム”のみなさ

んです。 

2歳から８２歳までの幅広いメンバーがおられま

す。 

迫力のあるよさこいのパフォーマンスはたいへ

ん迫力が有りました。  

  

 

最後の曲は観覧席の人にも「なるこ」を貸し

出し、ステージと観覧席で一緒に盛り上が

りました。 

 

参加されていた小学生のお二人にはインタ

ビューもさせて頂きました。 

 

つづいて３番目は“すこやか太極拳講座”のみなさんです。 

コミュニティプラザ平野(平野区民センター)と、平野区民ホールでコミュニティサロン（講習

会）で練習されておられます。 

  



 

太極拳は体のすみずみの筋肉を意識しな

がら動かし行う全身運動です。 

 

ゆっくりとみなさんで同じ動きをされていま

すが音楽に合わせてきれいにそろってお

り、一度やってみたいなと思うようなパフォ

ーマンスでした。 

４番目は“Ka Lino Pawalu Hula Studio(カ・リノ・パーバル・フラ・スタジオ)”のみなさんで

す。 

大阪、京都、奈良、神戸と各地で広くご活躍されており、平野区民センターと阿倍野区のスタ

ジオで練習されている 2チームでご出演頂きました。 

  

 

鮮やかな衣装がとてもステキです。 

 

音楽に合わせて自然と変わる立ち位置はと

ても美しいもので、印象的なフラダンスで

した。 

 

衣装も変わり、全部で 4曲踊られました。 

５番目は“八重山舞踊 勤王流 猪妻玉子 舞踊

教室”のみなさんです。 

 

八重山舞踊とは、沖縄県は八重山地方の伝統

舞踊です。 

普段目にする機会がなかなかないのでとても貴

重で、力強さを感じる舞踊が印象的でした。 

 



  

６番目は“K-POPコピーをおどろう♪ダンスレッスン会”のみなさんです。 

  

 

K-POP大好き小学生が集まり、今年４月に

結成したばかりのグループで、今回サマー

フェスタ初出場です。 

ダンスパフォーマンスはフォーメーションが

目まぐるしく変わり、とても難しそうです

が、見事に踊りきりました。 

 

インタビューもさせて頂きました。 

午前中最後の７番目は特別出演“大阪市立瓜破西中学校 吹奏楽部”です。 

中学生とは思えぬ、迫力のある演奏は圧巻でした。 

コンクールや学校行事の中、一生懸命練習され、ご出演頂きました。 

  



これで午前の部は終了しました。 

 

午後の演目に行く前に、ここでアートギャラリーの墨書展示と、出店の様子です。 

まず、墨書展示。 

今回、紅蘭会さんと青鶴書院さんに墨書展示して頂きました。 

どちらもコミュニティプラザ平野（平野区民センター）で活動されておられます。 

紅蘭会さん↓              青鶴書院さん↓ 

  

様々な墨書があり、書道の奥深さを感じさせられます。 

字の書き方から風景思い浮かぶような、絵画にも見える字もあり、気軽に覗きに来られた方も

見入っておられました。 

 

つづきまして、出店です。 

 

まずは冒頭でもご紹介させて頂きましたが、

“JA大阪市”によります野菜即売会。 

 

JA 大阪市には共催も頂き、毎年ご参加頂い

ております。  

  



 

長吉六反に製造工房がある“A&Ａ”さんで

す。 

 

豆乳や野菜などを使ったナチュラルなベー

グルやスイーツを販売しておられました。 

 

 

 

 

こちらは“青少年指導員連絡協議会”のみな

さんによります、あてものです。 

 

はずれなし！ 

お子さまに大人気でした。 

 

“まち歩きガイド平野の風”のみなさんにより

ます、まち歩き案内です。 

 

平野区の史跡の場所や説明、ウォーキング

コースを案内しておられました。 

また、申込をすれば、まち歩きのガイドもして

頂けます。  

 

 

“自衛隊・隊友会”によります、パネル展示と

グッズの配布です。 

衣装を着て写真も撮ることが出来ます。 

普段生活していて、自衛隊の人の活動の様子

を生の声で聴けることはなかなかないので、

こちらもまた貴重です。 

写真でもわかりますように、大阪府立東住吉総合高等学校ギター部のみなさんが、お店の手

伝いや受付、案内などを手伝ってくれています。 

また、大阪府立長吉高等学校ボランティア部が、駐輪場の整理を行ってくれています。 

毎年、ありがとうございます。 



 

 

“平野区子ども会育成連合協議会”のみなさ

んによります、たこせんとコインおとしです。 

 

たこせんは、おおきなえびせんにソースとマヨ

ネーズをかけ、お好み焼きのようにして食べ

ます。 

 

 

“コミュニティスタッフ”のみなさんによりま

す、カレーライスとポテトフライです。 

 

ボランティアで来てくれたみなさんのお昼ご

飯としても活用されました。 

たくさんの量のカレーありがとうございまし

た。  

 

 

平野区西脇に本店がある“魚竹”のみなさんで

す。 

ちくわなどのねりものの販売です。 

トウモロコシまるまま 1 本のねりものを初め、

様々な種類を持って来てくださいました。 

是非一度、ご賞味ください。 

 

“大阪平野ロータリークラブ”のみなさんによ

ります、スーパーボールすくいです。 

 

すくえたボールの数によって、豪華景品がも

らえます。 

こちらも子どもたちに大人気でした。 

 

大阪平野ロータリークラブさんは、ホームページにサマーフェスタの参加の様子を掲載して

くださっています。（HPURL：http://hiranorc.com） 

こちらもぜひご覧ください！ 

http://hiranorc.com/


 

 

“青少年福祉委員有志”のみなさんによりま

す、焼きそばと焼きギョーザです。 

 

暑い中、屋外で焼き続けて下さいました。 

 

ソースのいい匂いがずーっとしてました。 

 

出店は以上です。 

 

そして、今回特別出演の“あにまるセクション”のみなさんです。 

  

 

会場のどこかに登場して、癒してくれます。 

 

当日は 4人のキャラクターが遊びに来てくれ

ました。 

 

午前中にはインタビューもさせて頂きまし

た！  

あにまるセレクションさんは Twitterで様子をあげてくださっています。 

（https://twitter.com/animalsection） 

こちらもぜひご覧ください。 

 

 

さて、ここからは午後の様子です。 

 

午前の演目終了後、少し休憩をはさみ、午後は 12時 30分から開始しました。 

  

https://twitter.com/animalsection


 

 

８番目は藤本仰子講師によります“皆で歌お

う”です。 

 

平野区民ホールでは“懐かしい歌をみんなで

歌おう”として講座が行われています。 

 

 

 

観覧席のみなさんと一緒に歌います。 

 

今回は高校生もたくさんいると言う事で、若

い人も知っていそうな曲目を５曲歌いまし

た。 

 

観覧席も一緒に大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

９番目は“ホ アロハ”のみなさんです。 

 

機材トラブルが有り、冒頭の音楽が数秒とん

でしまうハプニングが有りましたが、そんなハ

プニングをもろともせず、途中からの音楽に

もフラダンスを合わし、息の合ったチームダ

ンスでした。 

機材のトラブルで、本当にご迷惑おかけしま

した。 

 

全部で２曲フラダンスを披露されました。 

 

“ホ アロハ”のみなさんは、コミュニティプラ

ザ平野（平野区民センター）で活動されてお

られます。  

  



 

１０番目は“STUDIO HARUTA”のみなさんで

す。 

コミュニティプラザ平野（平野区民センター）

と川辺会館でもレッスンされておられます。 

 

たくさんの年齢別のチームで、様々なダンス

を披露して下さいました。 

  

  

 

１１番目は“扇の会”のみなさんです。 

「剣」と「扇」を使った太極拳です。 

剣の輝きと、扇の開いたり閉じたりする音はとても迫力がありました。 

  



１２番目は“マラマ ヘノヘノ フラダンス”の

みなさんです。 

 

３色の衣装がとてもきれいで、長いスカート

がゆっくり左右に揺れるのがハワイの風に揺

れているようでとても印象的でした。 

コミュニティプラザ平野（平野区民センタ

ー）で活動されておられます。  

  

 

 

 

１３番目は“少林寺流空手道 錬心舘 平野支

部”のみなさんです。 

平野区民ホールで練習されておられます。 

鹿児島県日置市に総本山があり、国内外に１０

００支部３５万人の門下生がおられます。 

組手や型、ヌンチャク、棒術、板割りなど大迫

力でした。 

  

  

つづいても、平野区民ホールで活動されているグループです。 

  



 

１４番目、“桜井ウクレレ教室 Luana”のみな

さんです。 

ウクレレの生演奏と歌に合わせて、フラダン

スも披露されました。 

ウクレレのきれいな音色は心が落ち着きま

す。 

 

  

 

そしていよいよ最後の出演者です。 

１５番目“平野吹奏楽団”のみなさんです。 

  

予想外のアンコールもあり、フィナーレを盛り上げてくださいました。 

平野吹奏楽団のみなさんの演奏の終了と共に、サマーフェスタ 2019inひらのも閉会となりま

した。 

 

ご出演頂きました、皆さま、本当にありがとうございました。 

また、出店等でもご協力いただきました皆さまもありがとうございました。 

ご出演頂きました学校以外の団体やサークルはコミュニティプラザ平野（平野区民センタ

ー）、平野区民ホールで活動されておられますのでご興味ございましたら、ぜひお問合せ下さ

い。 



●サマーフェスタ配布チラシ 

 

●当日配布プログラム 

（黄色の上質紙にモノクロ印刷の為、白色部分は黄色、カラー部分はモノクロ） 

１ページ（表紙） 

 

6ページ（裏表紙） 

 



2ページ（見開き左） 

 

3ページ（中綴じ前） 

 

４ページ（中綴じ後） 

 

5ページ（見開き右） 

 



 

●ステージ出演者 

 

・コミュニティプラザ平野（平野区民センター） 

100人よさこい平野チーム すこやか太極拳講座 

Ka Lino Pawalu Hula Studio （カ・リノ・パーバル・フラ・スタジオ） 

K-POPコピーをおどろう♪ダンスレッスン会 

ホ アロハ STUDIO HARUTA 

扇の会 マラマ ヘノヘノ フラサークル 

平野吹奏楽団 

 

・平野区民ホール 

皆で歌おう 【講師 藤本仰子氏】 （懐かしい歌をみんなで歌おう） 

少林寺空手道 錬心舘 平野支部 桜井ウクレレ教室 Luana 

             （出演順） 

 

・特別出演 

大阪府立東住吉総合高等学校 ギター部 八重山舞踊 勤王流 猪妻玉子 舞踊教室 

大阪市立瓜破西中学校 吹奏楽部 あにまるセクション 

 

・司会 

挨  拶  豊田 幸一 （大阪市コミュニティ協会 平野区支部協議会 会長） 

司  会  黒木 萌衣 （常磐会学園大学 学生） 

      大成 桃香 （常磐会学園大学 学生） 

手話通訳  卯柳 裕久 （手話サークル 「くまた」） 

      中村 麻紀 （手話サークル 「くまた」） 

      奈原 るみ （手話サークル 「くまた」） 

 

・ステージその他 

ステージ進行及び準備  森 将司 （盛り上げ隊） 

大阪府立東住吉総合高等学校ギター部 学生さん 

 

 

●墨書展示 

紅蘭会 青鶴書院 

                                 （順不同） 



 

●出店 

野菜即売会 JA大阪市 

ベーグル・スイーツ A＆A 

あてもの 青少年指導員連絡協議会 

まち歩き案内 平野の風 

パネル展示・グッズ配布 自衛隊・隊友会 

たこせん・コイン落とし 平野区子ども会育成連合協議会 

ポテトフライ・カレー他 コミュニティスタッフ 

創作練天・かまぼこ他 こだわりの創作練天 魚竹蒲鉾 

スーパーボールすくい他 大阪平野ロータリークラブ 

焼きそば・焼きギョーザ 青少年福祉委員有志 

出店手伝い・盛り上げ 大阪府立東住吉総合高等学校ギター部 学生さん 

                                 （順不同） 

 

●その他 

駐車・駐輪整理及び誘導 村上 功 （盛り上げ隊） 

 大阪府立長吉高等学校 ボランティア部 

吹奏楽機材輸送 後川ファミリー運送 

写真撮影 永橋 政男 （平野区視聴覚教育協議会） 

 

 

●協賛 

JA大阪市 後川ファミリー運送 

カ・リノ・パバール・フラスタジオ 大阪市スポーツ推進委員平野区協議会 

スタジオ ハルタ 平野区体育厚生協会 

セブンイレブン（大阪出戸駅前店・長吉出戸２丁目店） 大阪府隊友会城南支部協議会 

了孔書道サークル 小雅書道教室 

味つくり人 酒肴屋 まごころダイニング 金魚 

滝川商店 天王寺 JAZZ 

                                 （順不同） 

 


