
 

 

名映画の楽曲をピアノの生演奏でお聴き頂けます。 
ごいっしょに青春時代を思い出しましょう。 
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今月のイチオシイベント 

開演 14:00 (開場 13:30) 

会場 さだ生涯学習市民センター3階ホール 
 

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 

<出 演> ●ピアノ  直木 恵介 

往年の映画音楽や癒しの音楽を 

ジャズ・クラシック等ジャンル 

にとらわれないドラマチックな 

奏法で演奏。ホテル等で活躍。 

●ご案内  かいて きくの   

<参加費> 500円(お飲み物付)  

<定 員> 先着 80名 

【演奏曲目】 

ガラスの部屋、鉄道員、ひまわり、男と女 
禁じられた遊び、パリの空の下、太陽がいっぱい 〒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/ 

★お申し込み方法★ 

11月 1日(木)10:00～ 

窓口、電話にて受付 

(TEL：050-7102-3133) 
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100人のうたごえライブ 
In さだ Vol.7 

<日 時> 12月 8日(土) 
13:30～15:30(開場：13:00) 

<場 所>  センター3階ホール   
<参加費> 500円(お茶、レモンケーキ付)  
<定 員>  先着 100名 

ピアノ・ベース・エレクトーン等、豪華な生伴奏付！
懐かしい思い出の歌やクリスマスソングを、 

みんなで楽しく歌いましょう。 

〈申込方法〉 11月 5日(月) 10:00～ 
       窓口、電話にて受付 

        (TEL：050-7102-3133) 

さだ活動委員会主催事業 

「冬の寄せ植え」 
<日 時> 11月 24日(土) 

第 1部 12:30～14:00  
第 2部 14:30～16:00 

<場 所>  センター3階第 3集会室 
<材料費> 1,800円  
<持ち物> エプロン、軍手、スコップ、ゴミ袋 
<定 員>  先着各 20名 
 

今日はいつもよりエレガントに･･･ 

「秋のワイン三重奏」 
<日 時> 11月 19日(月)  

18:30～（開場 18:00） 
<場 所>  センター 3階ホール 
<講 師>  「ワインハウス・サノヤ」 

店主 佐野 修氏 
<参加費> 2,300円 
<定  員> 先着 50名 

申込 
受付中 

ワイン３種（スパークリング 白、赤） 

オードブル付。この機会にぜひ、ワインとの 

マリアージュをお楽しみください。 

〈申込方法〉 窓口、電話にて 
         (TEL：050-7102-3133) 

「さだ音楽(おとらく)倶楽部」 
音楽を通して交流しよう！ 

<日 時> 11月 16日(金) 

 18:30～20:30 

<場 所>  センター2階音楽室   

<参加費> 200円  

<定  員>  10名 

<第 2回テーマ>  
「1980年代のフォーク＆ロック」 
・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 11月 15日(木) 

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

 

Salon de Sada Concert vol.10 
<出 演>  La Festa La Vita 

ラ・フェスタ・ラ・ヴィータ 
<日 時> 12月 2日(日) 

12:30～12:50 
<場 所>  センター2階ロビー 

※コンサート当日、会場設営の為、 

一部ロビーの机が使用できなくなる 

場合がございます。予めご了承ください。 

ご協力宜しくお願いいたします。 

ヴォーカルの Keiko と、ギターの岩田雅彦 
による、アコースティックデュオとして 

関西を中心に活躍中の 
「ラ・フェスタ・ラ・ヴィータ」 
「人生は祭だ！楽しもう!!」という 
意味だそうです。 

馴染みのあるスタンダードジャズと 
クリスマスミュージックをロビーにて 
お楽しみください。 無料! 観覧自由! 

申込 
受付中 

〈申込方法〉 11月 1日(木) 10:00～ 
   窓口、電話にて受付 
    (TEL：050-7102-3133) 

 



さだ図書館にぜひ立ち寄って見ていただきたいコーナ

ーを全 5回にわたってご紹介します。どのコーナーの本

もほとんど貸出できますのでご安心ください。 

まず第 1回は「さいかちコーナー」のご紹介です。 

図書館の自動ドアをくぐり、グレーのゲートを抜けて左

側、ミロコマチコさんの大きな絵の下にこのコーナーがあ

るのは、みなさんごぞんじでしょうか？ 

「さいかちコーナー」は、光善寺駅の駅名の由来となった

お寺光善寺の境内にあるサイカチの古木から名前を付

けました。とても長い時間光善寺の境内からさだを見守

ってきたサイカチ。その力にあやかり、さだ地域が、さだ

の皆さんがいつまでも元気に明るく輝き続けますようにと

願いをこめて、このコーナーにはスタッフが厳選した元

気に明るくなれる本を置いています。 

ぜひ手に取ってご覧くださいね！  

 「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 

「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) 

参加は無料です！ 

 

エレベーター改修工事は   ～11月 10日(土) までです。 

皆様に、より安全にセンターを利用していただくため、エレベーターの改修工事を実施しており

ます。工事期間中は、エレベーターがご利用になれません。尚、工事期間中は、館内に騒音お

よび振動が発生することもございます。あらかじめご了承ください。 

みなさま、１０月のイベントは楽しんでいただけましたか？ 

１１月には、「本と親しむブックワークショップ」と題して、 

さだ図書館にある自分の好きな本を語り合い、読書の世

界を広げていこうというイベント（初心者大歓迎です）や、

バルーンパフォーマーめりちゃんによる「バルーンアート

教室」を開催します。 

空席があれば当日でも参加を受け付けておりますので、

秋の夜長、休日はぜひさだ図書館でお過ごしください。  

今年５月に好評いただいた「本と雑誌のリサイクル市」も 

ありますよ。 

なお、昨年もたいへんお問い合わせの多かった「おとなの

読書手帳」ですが、今年もカウンターにて 11 月 9 日(金)

まで、限定 50部で配布中です。残りわずかとなっておりま

すので、ご希望の方はお早めに！ 
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10/27～11/9 

 

２０１８・第７２回 読書週間 

 

ホッと一息 本 と一息 
 

よってコーナー！みてコーナー！ 

◆利用者懇談会のお知らせ◆ 

生涯学習市民センターでは、施設利用に

ついての説明や意見交換などを行うため

利用者懇談会を開催します。 

(詳細は中面チラシをご覧ください) 

●日程：12月 14日(金) 

●時間：午後 2時～ 

●場所：さだ生涯学習市民センター 

３階ホール 

 第 1 回 



としょかんおはなしかい（小学生向け） 

10(土)・17(土)・24(土) 

15:00～15:30 

おはなしいっぱいおはなしかい（乳幼児向け） 

7(水)・21(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

1(木)･8(木)･16(金)・22（木）・29(木) 

10:00～12:30 

おはなしなーじょのおはなしかい 

25(日) 11:00～11:30 

めりちゃんのバルーン教室 

3 日（土） ①11：00～ ②13:30～ 

としょかんおやすみ 

26(月) 
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展示
て ん じ

期間
き か ん

：11月 25日まで 

 みんな大好きクマさん！でもクマってどんな生

き物か、どんな仲間がいるか知っていますか？

クマってかわいいの？こわいの？ 

今回は、さだ図書館にあるクマの本をたくさん集

めました。クマの正体はどっち？ 

「あの人は、昔・・・」 

特集本 

 最近見ていないあの人に、会いたくなったら、 

図書館へ…。 

 今は活躍しているあの人も、昔は…。 

 そんな時代もあったね、と本を読んで思い出して

みませんか？ 秋の夜長にかつてを懐かしみなが

ら読書を楽しむのも良いものです。 

一般向け  

 

 

『きょうのごはん』 

 

   加藤 休ミ／作 偕成社 

    201２年９月 請求記号 エホン カト 

 

１匹のネコがご近所を散歩しています。ちょうど夕飯

の時間であちこちの家からいいにおいがしてきます。 

ある家ではおかあさんが商店街で買った魚で晩ごは

んをつくっています。またある家ではおとうさんがみん

なの大好きな卵料理をしています。またまたある家で

はお祝いで出前をとりました。それぞれの家の夕ごは

んは何かな? そして最後にネコが屋台のおじさんに「ぼ

くのごはんはなぁーに?」と聞きます。ネコの大好物のよ

うですが、一体何かな? 

 ごはんの絵がすごくリアルに描かれていて、読んでい

るだけで食欲がわいてくる１冊です。 

けんた 

 

図書館員おすすめの一冊 
 

枚方市立第四中学校 職場体験 報告 

10 月 25 日（木）、26 日（金）第四中学校の生徒 4 名が当館にて職場体験を行い

ました。当日中学生の初々しい仕事の様子をご覧になった方も大勢いらっしゃる

のではないでしょうか。11 月 7、8 日には、さだ中学校の職場体験も予定していま

す。どうぞ温かく見守ってください。 
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