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<時　間 >
①10：00～ 11：00（年中児～年長児）
②11：10～ 12：10（小学１～３年生）
<参加費 >　300円　　
<定　員 > 各 30名　※先着順
<講　師 >  小学館アカデミー　白石 文
<対　象 >  年中児 ～ 小学 3年生
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今月のイチオシイベント今月のイチオシイベント

会場 さだ生涯学習市民センター
        2階 プレイルーム月10 27日 土

ハッピーハロウィン in さだ 

☆申込方法☆

10月1日（月）

　　～10月20日（土）

10時～窓口・電話にて受付
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ゲームやお歌
楽しい遊びが
いっぱい！
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ハロウィン
を通して

異国の文化を
体験しよう！
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第 1 位 セサミ   第 2 位 ベル  第 3 位 チョコ 
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<日 時> 10 月 26 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 
<持ち物> 1970 年代のフォーク＆ロックの

CD・DVD(楽器持参も可) 

参加者 
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、視聴会等 

☆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 
 

シェフから学ぶ 

「男のフランス料理教室」 
<日 時> 10 月 21 日(日)10:00～15:00 
<場 所>  センター 3 階料理室 
<対 象>  市内在住・在職・在学で 

多少料理が作れる男性 
<参加費> 2,000 円(材料費) 

※希望者にはワイン(白・赤)販売あり。 
<持ち物> エプロン・ふきん 2 枚 

※参加者全員にコック帽をプレゼント!! 

お料理を作ることが好きな男の方なら、 
どなたでも受講可能です。 
ご家庭でも出来る、 
いつもより少し贅沢な 
フランス・ミニコース料理に 
挑戦してみては･･･!? 

☆申込方法：窓口・電話にて受付 

 10 月 1 日(月) 10:00～◎先着 20 名 
 (TEL：050-7102-3133) 

主催：さだ活動委員会 

 

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) 
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 
を実施いたします。工事期間中は、 
エレベーターがご利用になれません。 
 

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。 
 

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。 

さだフォトコンテスト 
     ～結果発表～ 

ご応募いただいた皆さま、投票頂いた皆さま、 

ご協力ありがとうございました。 

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 

☆申込方法：窓口・電話にて受付 
 10 月 15 日(月) 
 10:00～◎先着 50 名 
 (TEL：050-7102-3133) 

ワイン３種とオードブル付 ※希望者にはワイン(白・赤)販売あり 
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。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKudmbrs3dAhVO57wKHZAvDgQQjRx6BAgBEAU&url=https://mall.373news.com/felia/?attachment_id%3D95477&psig=AOvVaw1jjspfrWAlSEeWXqstYkQA&ust=1537662457352299


 

2018年・第72回 読書週間 
    10月 27日（土）～11月 9日（金） 

 

 

「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。 

～第 1回 防災まちあるき～ 

さだまちあるき倶楽部 

<日 時> 10 月 15 日（月）13:00～16:30 

<場 所>  センター1 階ラーニングルーム   

<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 

参加者 
募集中 

 

☆申込方法 

窓口・電話にて受付 

☎ 050-7102-3133 

 申込締め切り：10 月 7 日(日)   

※定員を超えた場合は抽選となります 

「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！ 

P3 

『２分間ミステリ』 
 

ドナルド･Ｊ.ソボル／著 早川書房 

２００３年１１月 請求記号 Ｂ７９８ 

 

ほぼ２ページで完結するミステリ短編集。 

文章の中に謎解きのヒントが隠されていて、答えを知る

と「あぁっ！」と納得できる、面白くて少しためになる

推理クイズ集のような小説です。ぱぱっと読めちゃうの

で、少しあいた時間の暇つぶしに良いかと思います。頭

も使うので脳トレにもなります。 

銀行強盗を追う保安官が拾ったヒッチハイカーの正体と

は？ 

屋根裏部屋で起きた、首吊り自殺の真相は？ 

皆さんは７０以上の謎を全て解き明かせるでしょうか。 

わたあめ 

終戦の２年後の１９４７年（昭和２２年）、まだ戦火の

傷痕が至るところに残っているとき、「読書の力によっ

て、平和な文化国家を創ろう」と決意をひとつに、出版

社、取次会社、書店と公共図書館が力を合わせ、さらに

新聞・放送のマスコミ機関の協力のもとに、第１回「読

書週間」が開催されました。 

それから７０年以上が過ぎ、「読書週間」は国民的行事

として定着し、日本は世界有数の「本を読む国民」の国

となりました。その一方、物質生活の豊かさに比べ精神

生活の低迷が問題視されている昨今、論理的思考の基

礎となる読書の重要性は、ますます高まってきていま

す。 

 本年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりの読書へ

の関心と、読書習慣の確立の契機となりますように！ 

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) 

図書館員おすすめの一冊 



展示期間：10 月 21 日まで 

10/27～11/9 の秋の読書週間中、さだ図書館では下記の日程でイベントを開催します。 

読書の秋のひとときをさだ図書館ですごしてみませんか？ご参加お待ちしております。 

としょかんおはなしかい（小学生向け） 

6(土)・13(土)・20(土) 

15:00～15:30 
おはなしいっぱいおはなしかい（乳幼児向け） 

3(水)・17(水) 11:00～11:30 
ふれあいルーム ひよこっこ 

4(木)･11(木)･19(金)・25（木） 

10:00～12:30 
おはなしなーじょのおはなしかい 

28(日) 11:00～11:30 
としょかんおやすみ 

22(月) 
秋の読書週間イベント 

※詳しくは下記をご覧下さい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

開催日 時間 イベント名 対象 

10/27(土) 各時 

①11:00～ 

②13:00～ 

③15:00～ 

③18:30～ 

きょうは一日おはなしざんまい！ 

乳幼児向けのおはなし会 

小学生向けのおはなし会 

おにいさんのおはなし会 

大人向けのおはなし会 

 

乳幼児と保護者 

どなたでも 

どなたでも 

大人 

10/28(日) 14:00～15:30 レッツメイク＆プレイボードゲーム  小学生  

10/31(水) 15:30～16:30 ハロウィーンおはなし会        ３才以上 

11/2(金) 19:00～20:30 本と親しむワークショップ        大人   ※定員 10名 

11/3(土・祝) ①11:00～②13:30～ めりちゃんのバルーン教室       小学生 

11/4(日) 12:00～16:00 本・雑誌のリサイクル市 市内在住・在勤・在学の方 
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日本人とは違う外国の人の考えやセンス

っておもしろい！食事・ファッション・暮ら

しなどいろんな本を集めました。 

秋は読書で異文化交流してみませんか？ 

秋の読書週間イベント 

他にも楽しいことがいっぱい！ 

一般向け「気分は外国人」 

※各回定員 15名 

※材料費 300円 

特集本  
こどもむけ「がいこくで賞

しょう

をとったほん」 

今月は、外国で権威のある賞（コール

デコット賞やニューベリー賞）を受賞し

た作品を集めました。古いものから新し

いものまですてきな作品がたくさん。 

読書の秋にいかがですか？ 

※定員 15名 

※材料費 300円 

※定員のあるイベントについては 10/6(土)9時より総合窓口にて申込受付開始。 

読書記録にご活用 

ください！ 

限定 50 部。お早めに！ 大人の読書手帳 

自分のオススメ本と 

誰かのオススメ本を交換! 

新しい本との出会いに。 

※高校生以上対象 

ブックブック交換 
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