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「防災の日」は、台風・高潮・津波・地震等の災害に

ついての認識を深め、それらの災害に対処する心構え

を準備するためとして、1960 年に制定されました。

また「防災の日」を含む 1 週間(８月３０日から９月

５日まで)が「防災週間」と定められています。 

今年の 6 月に発生した大阪北部地震以降、西日本豪雨・

猛暑被害・台風被害と全国的に天災が相次ぎました。 

自然災害は、いつどこで発生してもおかしくありませ

ん。これらのことを踏まえ、さだ生涯学習市民センター

では「防災・減災」に対する取り組みとして、 

「防災まちあるき」等の防災関連の講座やイベントを、

定期的に開催いたします。 

〒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  : https://sada.hirakata-sg.jp/ 

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 

<展示場所> 2F アートスペース 

<展示期間> 9/1(土)～9/30(日)12 時 

<投票期間> 9/1(土)～9/20(木)17 時 

<結果発表>  

9/24(月) 

 

みんなの投票を 

まってるにゃん

（*^_^*） 

エレベーター 
 改修工事 のお知らせ 

10 月 18 日(木) 
～11 月 10 日(土) 

期間中、改修工事のためエレベーター

が利用できません。階段の昇り降り 

が困難な方などには、階段昇降 

ユニットをご用意しております 

ので、スタッフまでお声がけ 

ください。ご不便を 

おかけしますが 

ご協力をお願い 

いたします。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

P2 

「日本語よみかき教室」 
（日本語・多文化共生教室） 
からのおしらせ 
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、日本語を通して、

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。(TEL：050-7102-3133) 

例えば。。。 
●専門知識や技術を持っていて 

地域のコミュニティ活動の活性化や 
地域の活動に貢献したいと考えて 
おられる方。 

●地域に貢献するための活動をしたいが、 
指導できる講師がなかなか見つからない。 
等々、学びの成果を活用できる場として、 
講師と受講生をつなぐ橋渡しをいたします。 
詳細はセンタースタッフまで、 
お気軽にお問い合わせください。 

「ボランティア講師登録制度」 

      を実施中です!! 

園児にセンターを利用していただき 

イベント等を連携して実施できるように 

近隣の幼稚園をご案内しています。 

近隣の幼稚園のご案内 

Salon de Sada Concert 
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。 

さだ活動委員会からのおしらせ 

出演者 
募集中 

 

「さだ音楽(おとらく)倶楽部」 
～音楽を通して交流しよう！ 

<第 1 回テーマ>  
「1970 年代のフォーク＆ロック」 
参加者が持ち寄った CD・DVD)を元に 

・自己紹介と音楽談義 
・視聴会(CD・DVD) 
・楽器が弾ける方は持参した楽器で演奏 

☆申込方法：窓口・電話にて受付 
 申込締切：10 月 19 日(金)  
(TEL：050-7102-3133) 
 ※定員を超えた場合は抽選となります 
 

<日 時> 10 月 26 日（金） 
18:30～20:30 

<場 所>  センター2F 音楽室   
<参加費> 200 円 <定 員>  10 名 
<持ち物>  
1970 年代のフォーク＆ロックの 
CD または DVD(楽器持参も可) 

参加者 
募集中 

 



 

『うし』 
 

図書館員おすすめの一冊 
みんな上手

じょうず

にできました！ 

 

 

 

 

 

P3 

当日の参加人数は子ども 16 

人、大人１０人でした。 

こわいはなしの読み聞かせだ

けでなく、「おばけのなぞなぞ」

もして終始楽しんでくれてい

る様子でした。 

おはなし会終了後は、プログラ

ム入りのしおりをプレゼント

しました。 

 

 

 

当日は１９人の

お友だちが参加
さ ん か

してくれました。 

さだまちあるき倶楽部 ～第 1回 防災まちあるき 

☆申込方法：窓口・電話にて受付 

 申込締切：10 月 7 日(日)  

☎ 050-7102-3133 

 ※定員を超えた場合は抽選となります 

<日 時> 10 月 15 日（月）13:00～16:30 

<場 所>  センター1F ラーニングルーム   

<内 容> ・防災について学習する。 

・ハザードマップ等の資料を基に、光善寺駅や 

センター周辺の避難箇所や指定区域を周る。 

・防災マップを作成する。 

<参加費> 無料 <定 員>  20 名 

<講 師>  枚方寝屋川消防組合職員 

<持物等> 飲み物、運動靴等、 

歩きやすい服装でお越し下さい 

只今、お申し込み 
受付中！！ 

 

 

 
高畠純／絵       

     201７年７月 請求記号 エホンタカ 

 

内田麟太郎さんの 13 行の詩に、高畠純さんの

絵がつきました。 

 表紙や題字をみただけでも面白さが期待でき、

ページを開くとゆったりとした時間が流れる気が

します。声に出して読むと、さらに楽しめます。

短いおはなしですが最後にオチもあり、大人が読

んでもらっても笑顔になれるえほんだと思いま

す。親子で読みあいをしても楽しいのでは？ 

 

                  れんまま 

 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1531702166/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdHJhaW4uY29tL2ltZy93b3JrLzIwMTMvaWxsdXN0cmFpbjAxLW9iYWtlMDEucG5n/RS=^ADB59_0SPcaOvzwhEBZDfGOnEh96T4-;_ylt=A2Rivb8WmkpbPEIAOh6U3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy


としょかんおはなしかい（小学生向け） 

1(土)・8(土)・15(土)・22（土）・29（土） 

15:00～15:30 
おはなしいっぱいおはなしかい（乳幼児向け） 

5(水)・19(水) 11:00～11:30 
ふれあいルーム ひよこっこ 

6(木)･13(木)･21(金)・27（木） 

10:00～12:30 
おはなしなーじょのおはなしかい 

23(日) 11:00～11:30 
としょかんおやすみ 

25(火) 
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期間：10 月 27 日（土）～11 月 9 日（金） 

 

秋の読書週間中、さだ図書館では楽しいイベントを開

催します。バルーン教室やハロウィンなど子どもから

大人まで楽しんでもらえる企画が盛りだくさん！！ 

 詳細は次号をお楽しみに。   

展示
て ん じ

期間
き か ん

：９月２４日まで 

 ～食欲
しょくよく

の秋
あき

～ 

思
おも

わずパクッとたべたくなるような、お

いしそうな絵本
え ほ ん

を集
あつ

めてみました。 

すきなものたべものさがしてみよう！ 

「たべもの」 

 

こどもむけ  

「昭和ノスタルジー」 

 ～古き良き時代へ～ 

昭和の時代では当たり前だったこと 

子ども時代の楽しかった思い出に 

タイムスリップしてみませんか？ 

 

一般向け  

P4 

こんにちは、館長です。 
 9月に入り、少し涼しくなり活動しやすい季節にな

りました。淀川の堤防に寝転がりながら本を読むと気

持ちいいだろうなあ、と思います。 

 さて、図書館では毎週「おはなし会」を開催してい

ます。ご存じでしょうか。絵本の読み聞かせや紙芝居

を楽しんでいます。「小学生になったら自分で読めるか

ら」「おはなし会なんてちっちゃな子が行くもの」って

思い、足が遠のいていく子も多いとか。大きくなった

ら楽しくない？いえいいえそんなことはありません。

いくつになっても、もちろん大人になっても、絵に惹

かれ、言葉に心躍らせることができます。そして、聞

く側だけではありません。読み手も、とっても楽しめ

るのです。ストーリーで聞き手の表情が変わっていく

のを見たり、「おもしろかった！」の声を聞けたりする

となんとも言えないあたたかな気持ちになります。 

 さだ図書館では秋の読書週間のおはなし会で読み手

をしてみたいという方を募集します。興味のある方は

是非、図書館スタッフへお問合せください。詳しくは

館内ポスター・チラシにて。 

臨時休館のお知らせ 秋の読書週間イベント（予定） 

特集本 

さだ図書館は 9月 25 日（火）、 

システム機器入替のため、 

臨時休館いたします。 

 

ご迷惑をおかけいたしますが、 

ご理解・ご協力よろしくお願い 

いたします。 

なお、さだ生涯学習市民センターは 

通常通り開館いたします。 
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