
 

 

 

  

蹉跎生涯学習市民センター・蹉跎図書館 

さだ・まきの文化創造プロジェクト 
〒573-0064 枚方市北中振 3-27-10 

TEL:050-7102-3133 / FAX:072-831-5337 
MAIL:info-sada@hirakata-sg.jp 
HP: http://hirakata-sg.jp/sada 

1 日目 

オープニングセレモニー 
５月２６日(土) 

１０：００～１０：３０（駐車場） 
 

＜和太鼓演奏＞ 

★子ども和太鼓チーム 雅っ鼓 

※雨天の場合、3 階ホールで実施 

みんなでつくる 

まつりの和 

さだから枚方を元気に！ 

2 日目 

エンディングイベント 
５月２７日(日) 

１６：００～１６：３０（ホール） 

＜パフォーマンス協力＞ 

★祥空館  

★子ども和太鼓チーム 雅っ鼓 

みんなで盛り上がろう！ 



 

観覧は無料です！ 

 

<出演> ドリーミン 

<時間> 12:30 ～12:50 

<場所> さだ生涯学習市民センター２階ロビー 

いくつになっても音楽を通して夢を持ち続けて 

いたい･･･そんな思いで生まれた「ドリーミン」 

の懐かしいフォークソングをお楽しみください!! 

Salon de Sada Concert 
＂低糖食＂ってなあに？ 
～実はかんたんでおいしい！～ 

6月 21日(木) 6月 30日（土）
(木) 

<講 師> 林玲子氏 (一社)低糖研究会 

代表理事･低糖食アドバイザー 

<時 間> 13:30 ～15:30  

<場 所> さだ生涯学習市民センター3 階ホール 

<参加費> 500 円（試食付） 

●乳幼児可。(他の参加者様へのご配慮をお願いします。) 

●お問い合わせはセンターまでお願いします。 

●申込締切：6 月 20 日（水） 

申込方法：センター窓口・お電話にて受付 

お支払い：締め切り日までにセンター窓口まで 

     お支払い願います。 

パフォーマンス協力 

～祥空館・子ども和太鼓チーム 雅っ鼓 

 

<時間> 16:00 ～16:30 

<場所> さだ生涯学習市民センター３階ホール 

<参加費> １００円（先着５０名） 

※動きやすい服装で、当日直接会場へ!! 

どなたでもお気軽にご参加いただけます。 

 

キックボクササイズ体験会 

５月２６日(土) 

「くらわんこ」と写真を撮ろう！ 

５月２６日(土) 
５月２７日(日) 

<時間> ①11:30～ ②13:30～ 

<場所> さだ生涯学習市民センター２階ロビー 

「さだ若葉まつりスタンプラリー」 
<時間> 10：00 ～ 1５：３0  

<場所> さだ生涯学習市民センター１階ロビー 

参加費無料!!～スタンプを集めて 

プレゼントをもらおう！！ 

＜第１２回さだ若葉まつり実行委員会企画＞ 



外国のボードゲームで遊んでみませんか？ 

簡単なものから少し難しいものまで用意してお

待ちしております♪ 

大人も子どもも一緒に遊びましょう☆ 

※順番待ちが発生する場合があります 

 

古くなった図書館の雑誌や本を無料で提供 

いたします。 

お 1 人様 10 冊以内。 

無くなり次第終了です。 

場所：図書館集会室 

 

 

 

  

 

『３６５日日本一周 絶景の旅』 

         

       編集：TABIPPO いろは出版 

         2016 年 12 月 請求記号 2９１ 

 

はじめてこの本を開いた時、一番に見たのはやっぱり

自分の誕生日。そのあとは、大切な人の誕生日、記念日、

それから今日。 

仕事をする年齢になると、なかなか遠くへ旅行には行

けないけれど、家にいながら本を通じて色んな所に行く

のも悪くない。あれこれ想像を膨らませて、また次のペ

ージへ旅に出る。 

ちなみに、私の大切な日の絶景は岩手県 小岩井農場

の一本桜。いつかこの目で見てみたいもの。 

あと、12 月 25 日当日にこの日の景色を見てみた

い！！夢は膨らむばかり。 

さて、今日はどこに旅に行こうかな・・・・？ 

                サツキ 

図書館員おすすめの一冊 

場所：図書館集会室 

図書館企画 

イベント 

4/13(金)に、楽寿荘にて「お花見お茶

会」を開催しました。たくさんの種類の

花を見学し、茶道体験では、お茶の点て

方とお菓子のいただき方を学びました。

出席者全員が交流を楽しみました。 

参加は無料です！ 

「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。 
 

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。 
 

5 月のさだ生涯学習市民センターでの 
「日本語よみかき教室」開講日 

 
火曜日：8、15、22、29 日 

金曜日：11、18、25 日 



としょかんおはなしかい（小学生向け） 

5(土)・12(土)･19(土) 

15:00～15:30 
おはなしいっぱいおはなしかい（乳幼児向け） 

2（水）・16（水） 

11:00～11:30 
ふれあいルーム ひよこっこ 

10(木)･18(金)･24(木)･31(木) 

10:00～12:30 
おはなしなーじょ 

27(日) 

11:00～11:30 
としょかんおやすみ 

28（月） 
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「忙しいと部屋が散らかる」といいますが、案

外逆かもと思うことないですか？モノが多いから

余計な手間が増える、頭の中がこんがらがってい

るから物事が進まない･･･。 

ちょっと身の回りを整理してみ 

ましょう。５月の青空のように 

スッキリするかもしれませんよ。 

 

「整理・整頓」 

「のりもの」 

こんにちは、館長です。 こどもむけ  

一般向け 

 若葉の美しい季節となりました。新年度にも慣

れてきた頃ではないでしょうか。 

 さて、枚方市立図書館では今年も「ひらかた絵

本まつり 2018」を開催しています（今年は 4 月

23 日～5 月 13 日）。絵本はこどもからおとなま

で楽しめるメディアのひとつですね。さだ図書館

入口正面の棚で「よみつがれた絵本」展を行って

います。なかなか寝つけないとき読んでくれた絵

本、「よんでよんで」と親にせがんだ絵本、とも

だちと読みあいっこした絵本、が見つかるかもし

れません。時を経て、子どもたちと、おともだち

と一冊の絵本を通して、その楽しいひと時を共有

してみるのはいかがでしょう。 

 

特集本 

展示
て ん じ

期間
き か ん

：５月２７日まで 

でんしゃ・ばす・じてんしゃ・ふね・ひこうき・

ろけっと、みんなのりものだ！ 

はやくとおくへいけるんだ。 

きみのすきなのりものは 

なにかな？ 

 

 

４月より３雑誌が新しく加わりまし

た。どうぞご利用ください。 
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子供の科学（児童コーナー） 

 

 

児童雑誌は児童コーナーの窓際

の棚にあります。 

 

★おりがみ 

★子供の科学 

★小学一年生 

★月刊 ニュースが

わかる 

第 60 回こどもの読書週間標語 
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