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TANEBI プロフィール
枚方市さだ地区出身のシンガー
ソングライター上田和寛と、
乃木坂 46・中島美嘉等の

ヒットメーカーとして活躍する
杉山勝彦によるフォークデュオ。
2014 年「USAGI」としてメジャー

デビューし、2016 年には
「TANEBI」( タネビ )として、

自主運営による新たな歩みをはじめる。
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「さだ活動委員会主催事業」 さだ生涯学習市民センターでは 

センターをご利用の方にお昼の 

ひと時に音楽に触れていただこ 

うと、月に一度 2 階ロビースペ 

ースにて無料ミニコンサートを 

開催しています。またコンサー 

トの出演者も募集しています。 

観覧無料！ 

Salon de Sada Concert 

<出演> なな 

<演奏> ギター弾き語り 

<時間> 12:30 ～12:50 

７月27日 (金) 開催 

出演者 

募集中！ 

<出演> パラダイス 

アイランダーズ 

<演奏> ハワイアン 

<時間> 12:30 ～12:50 

8月9日 (木) 開催 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

「見て聞いて、さわって、感じて・・・」 えいごサマーレッスン 

<日 時> 7 月 26 日(木)、28 日(土) 

    （１回 60 分/全 2 回/2 日間） 

①13:30～14:30（低学年） 

②14:45～15:45（高学年） 

<場 所>  さだ生涯学習市民センター 

          7/26：3 階第 5 集会室 

          7/28：2 階第 1 集会室 

<対 象>  ①低学年：小学 1～3 年  

②高学年：小学 4～6 年 

<参加費> 1,000 円  <定 員> 8 名 

<日 時> 7 月 26 日(木)、27 日(金) 

（全 2 回/2 日間） 

 10:00～11:00 

（１回 60 分/全 2 回） 

<場 所>  さだ生涯学習市民センター 

２Ｆ保育室 

<参加費> 1,000 円 <定 員>  ６名 

お歌や物語・楽しい 
アクティビティを通して 

英語の世界を楽しみます。 

幼児    
年中・年長 

小学１年 
～６年
生 

アルファベットや物語を 
中心に“生きた表現”を学び 

楽しく英語にふれます。 

<講 師>  小学館アカデミー 白石 文 

☆お申し込み方法：往復はがきに「住所・氏名(ふりがな)・学齢・保護者名・電話番号を記入し 

（7/1(日)～7/16(月)の消印有効）さだ生涯学習市民センターまで送付してください 

※定員を超えた場合は抽選となります (住所：〒573-0064 枚方市北中振 3-27-10) 

「謎解きチャレンジ」 パズルで楽しく遊ぼう！ 
<日 時>  8 月 9 日(木) 

9:30～10:30（小学１～3 年生）

11:00～12:00（小学４～6 年生） 

（１回 60 分/全 2 回） 

<場 所>  さだ生涯学習市民センター 

第２集会室 

<参加費> 300 円 <定 員>  30 名 

<講 師>  小学館アカデミー 

 岡村 裕貴 

☆お申し込み方法：7 月 16 日(月)～8 月 5 日(日)10 時～窓口・電話にて受付 

※定員を超えた場合は抽選となります (TEL：050-7102-3133) 

謎を１つずつ解いていくと・・・ 

あら！ひとつの言葉が出来上がり！ 

その言葉にしたがうと・・・ 

素敵な○○・・！！ 

そのあとは楽しいパズル遊びが 

あります。みんなで考えよう！ 

   やってみよう！ 見つけよう！ 

※思考力・類推力・言語力を鍛えます。 

小学生のみんな集まれ～！！ 
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『森見登美彦の京都ぐるぐる案内』 

      森見登美彦／著 新潮社 

      2011 年 6 月  請求記号 915.6 モリ 

 

京都市出身の方による京都本が最近ちょくちょく 

出てそのつど話題をさらっていきますが（気になる 

方はぜひ探してみてくださいね）、森見氏のように 

京都出身ではない関西人が書いた京都本は、また別 

の魅力というか面白味があります。かく言うわたし 

も大阪出身、京都で学生時代を過ごしたのでなんと 

なく親近感が……。 

定番の観光地、学生時代の思い出の場所、『有頂 

天家族』『聖なる怠け者の冒険』など森見作品に 

登場するスポット案内の他、京都みやげ、文学案内 

までついた、読み物としてもガイドブック（文学も 

町歩きも！）としてもとても楽しい 1冊です。 

7月の特集「京都はどないどす」にて展示中です。 

Ｐ.Ｎ ぽんた 

 

 

図書館員おすすめの一冊 
はじめました!! 

お気づきの方もいらっ

しゃるかもしれませんが、

えほんコーナーの窓の外、

駐輪場に向かう通路にゴ

ーヤのプランターを設置。 

真夏に向けて

グリーンカー

テンを作りま

す！ 

毎週更新する観察日記は、総合窓口カウンター、

もしくはデジタル掲示板にてご覧ください！ 

参加は無料です！ 

参加希望の方や、ご質問のある方は、 

さだ生涯学習市民センターまで 

お気軽にお問い合わせください。 
 

７月の開講日 

火曜日：3、10、17 日 

金曜日：6、13、20 日 
 

7月のイベント 

☆七夕に折り紙で「笹飾り」を作ります 

☆お楽しみ会「浴衣体験」 

「日本語よみかき教室」（日本語・多

文化共生教室）は、日本語をとおし

て、地域に暮らすすべての人が、豊か

にいきいきと生活できることを目的と

した教室です。 

 

 

枚方市に在住・在職・在学の人で、日

本語が分からなくて日常生活に困って

いる方はいませんか？日本人でも外国

人でも、自由に日本語を学ぶことがで

きます。日本語の勉強以外にも、遠足

や料理などを通した交流もしていま

す。 ※夏休み：7/21～8/20 

8/21から学習再開 
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としょかんおはなしかい（小学生向け） 

7(土)・14(土)･21(土)・28(土) 

15:00～15:30 
おはなしいっぱいおはなしかい（乳幼児向け） 

4(水)・18(水) 

11:00～11:30 
ふれあいルーム ひよこっこ 

5(木)･12(木)･20(金)･26(木) 

10:00～12:30 
ぬいぐるみのおとまりかい 

22(日) 15:00～16:00 おはなしかい 

24(火) 15:00 ぬいぐるみおむかえ 
おはなしなーじょのおはなしかい 

22(日) 

11:00～11:30 
かんたんモーターをつくろう 

30(月) 10:00～12:00 
としょかんおやすみ 

23(月) 
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30 31      

一般向け  

展示
て ん じ

期間
き か ん

：７月２２日まで 

こんにちは、館長です。 

「科学
か が く

っておもしろい」 

こどもむけ  

 6月 18日、午前 7時 58分に発生した大阪北

部地震では枚方市も震度６弱を記録しました。被

害にあわれた皆様には心よりお見舞い申し上げま

す。阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、

そして全国各地でこの数十年の間に大きな地震を

経験してきました。そのたびに、普段から気を付

けなくてはならないこと、防災について学んでき

ました。それでも、地震はいつ発生するかわから

ないという怖さがあります。いざという時の備え

は本当に大切だと痛感した地震でした。 

 さて、7月は海開き、夏祭りと夏本番の月です。

子どもたちは夏休みに入り、一年の中で最も楽し

い時期となります。今年の夏の旅行やスポーツ、

学習などの計画や調べものには、どうぞ図書館を

ご利用ください。7月、8月は図書館でもいろいろ

な行事を行います。涼みながら、楽しんでもらえ

たらいいな、とスタッフ一同で皆様のご来館をお

待ちしています。今年の夏、「皆様と楽しめますよ

うに」と、七夕さまに願いをこめて短冊を書きま

した。 

 

 7月、祇園祭でにぎわう京都。 

祭りはもとより、寺社仏閣、伝統工芸、 

和食からＩＰＳ細胞まで、 

古都、ということばではくくり 

きれない京都の魅力を集めました。 

 京都が舞台のミステリーも・・・ 

やっぱり絵になる街やから。 

「京都はどないどす」 

 いよいよ夏休み
な つ や す

です。夏休
なつやす

みには 

 自然
し ぜ ん

、動物
どうぶつ

、植物
しょくぶつ

、宇宙
うちゅう

や 

理科
り か

実験
じっけん

など、「科学
か が く

」についての 

本
ほん

を読
よ

みませんか。自由
じ ゆ う

研究
けんきゅう

の 

ヒントになりそうな本
ほん

を集
あつ

めました。 

 
小学１年生から３年生対象 

要申込、先着 20名様 

特集本 
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