
 

 

 

 

  

腹話術師の千田やすし氏&人形ひかるちゃんとの腹話術。 
皆で一緒に靴下を使った可愛いパペット人形の作成。 

その人形を使って腹話術の体験をしたり歌を歌ったりします。 

みんな集まれ!!  
☆Let's enjoy Christmas☆ 

 

今月のイチオシイベント 

12月 15 日(土) 10:00～11:30 
会場 さだ生涯学習市民センター3階ホール 

 

入場 
無料 <プロフィール> 

腹話術･声帯模写の第一人者である川上のぼる氏に師事し、 

１９７７年デビュー。人形ひかるちゃんとの腹話術やおもしろ 

マジック、ギタージョッキーなどマルチタレントとして、 

また各地の学校、公共施設への訪問活動や、式典、披露宴、 

パーティ等の司会者としても活躍中。 

※お申し込み方法  

10 時～窓口、電話にて受付 (TEL：050-7102-3133) 

<出演> 千田やすし氏 (腹話術師) 

※未就学児の場合保護者 

同伴であれば参加可 

<定 員> 先着 60名  

<対 象> 小学生以上 

<持ち物> はさみ 靴下（片方） 
サイズ 
13.5～21.5㎝ 

【年末年始のお知らせ】 
12月 29日(土)～1月 3日(木)は、休館日です。図書館の本の返却は返却ポストをご利用ください。 

1月 4日(金)に、2月 9日(土)～15日(金)分の 6週間前予約を 9時 30分から受付いたします。 

(インターネットでは 13時より受付いたします) 

※12月 24日(月祝)は、通常どおり開館しております。 
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音楽を通して交流しよう！ 

「さだ音楽(おとらく)倶楽部」 
<日 時> 12月 21日(金) 

 18:30～20:30 

<場 所>  2階音楽室   

<参加費> 200円 

<定 員>  10 名 

 

申込 
受付中 

<第 3回テーマ>  

「1970～80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 
 (楽器を演奏できない方でも参加できます) 

※申込方法 窓口、電話にて受付 
申込締切 12月 20日(木) 

    (TEL：050-7102-3133) 
 

第３０８回 

「サンサン人形劇場」 

<日 時> 12月 9日(日)  
開場 13:15 開演 13:30 

<場 所>  3階ホール 
<出 演> 人形劇 プチぶどう 

 「さいごのまほう」 
de・コッペ 人形劇屋 

「ごんたのぼうけん」 
<定 員> 先着 120名 
      ※3歳以上要整理券 

申込 
受付中 

入場 
無料 

※申込方法 窓口、電話にて受付 
    (TEL：050-7102-3133) 

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>  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 窓口、電話にて受付 
(TEL：050-7102-3133) 

さだ活動委員会主催事業 

申込 
受付中 

「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！ 
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よってコーナー！みてコーナー！ 

 第 2 回 

 

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。 

●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 

P3 

「ボランティア講師登録制度」 
について 

当センターでは、ボランティア活動に意欲があ

り、仕事や趣味や市民活動で培った専門的知

識、経験、技術を持つ方が、学びの成果を活用

できるよう「ボランティア講師登録制度」を実施し

ています。 

「ボランティア講師登録制度」は、当センターを

ご利用の方々が、講座やワークショップの講師を

探されている場合にご紹介し、生涯学習活動に

役立てていただくことを目的としています。 

ご興味のある方は、募集要項と応募用紙をお渡

しいたしますのでセンタースタッフまで、お気軽

にお問い合わせください。 

<案件> 

・使用者 ID番号の更新手続きについて 

・団体ロッカー等の使用申し込みについて 

・生涯学習市民センターの運営について 

その他 

問合せ：さだ生涯学習市民センター 

電話：050－7102－3133 

枚方市立図書館 

秋の図書館まつり 2018  ご報告！ 

 
２週間にわたって開催された読書週間イベントは各回いずれ

も大勢の方に参加いただきました。「次回が待ち遠しい」という

声も多く頂戴しました。ご参加くださった皆様、ありがとうござい

ました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 何ができるかな？ 

 
毎回大人気！ 
おにいさんのおはなし会 

 

ブックワークシ

ョップでは本を

囲んで白熱！ 

このコーナーでは全 5回にわたって、さだ図書館のぜひ立

ち寄って見ていただきたいコーナーをご紹介しています。 

さて、第 2回は「ミロコマチコさんコーナー」のご紹介です。

画家・絵本作家のミロコマチコさんが、さだ出身であること

をご存知の方も多いのではないでしょうか。ミロコさんのデビ

ュー作『オオカミがとぶひ』は第 18回日本絵本賞大賞を受

賞、その後も数々の賞を受賞されています。受賞作品をは

じめ、ミロコさんの本、絵本を集めたコーナーは、集会室

（おはなし室）の前を通り過ぎてすぐの柱の前にあります。力

強い絵と心ひかれることばをお楽しみください。また、館内

にはミロコさんの描かれた絵も展示しています。あわせてご

覧ください。 

どの本も貸出できますのでご安心下さい。またお探しの本

が見つからない時は、カウンタースタッフまで 

お気軽におたずねください！  
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冬のおたのしみかい 

22(土)  15：00～16：00 

としょかんおはなしかい（小学生向け） 

1(土)・8(土)・15(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)  10:00～12:30 

※21（金）はプレイルームでクリスマス会 

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 

29(土)・30 日（日）・31 日（月） 

※24 日（月）は振替休日のため 

  17：00 まで開館します 

「映画」 

特集本 

12月 1日は「映画の日」。 

映画を観に行くのもいいですが、映画化された小説

を読んでみませんか？いつぞや観た映画の原作、

映画原作のノベライズなど、本で映画を楽しみませ

んか？ 

映画に関する本を集めてお待ちしております。 

こどもむけ  「昔話」 

 どの国にも古くから愛され、語り伝えられてきたおはな

しがあります。 いろいろな国の昔話や民話を集めま

した。 「むかしむかし･･･」ではじまる、わくわくドキドキ

のおはなしの世界をのぞいてみませんか？ 

ぜひ読んでみてね！ 

一般向け  

『秘密 上・下』 ケイト・モートン 東京創元社

2013年 12月 請求記号 933モト 

突然押し入った見知らぬ男を「とっさに」殺してしまったと

いう母。男が「久しぶりだね。」と母に声をかけたのを見た

私は、母の「秘密」をさぐっていく。 

 過去と現在が交互に綴られ、いいところでおあずけを食

らい、先が気になって一気読み。そして最後にどんでん返

し。こちらは人気作家で図書館でもよく借りられています。

この作者の新刊が待ち遠しいです。 (ぷく子) 

 

図書館員おすすめの一冊 
 

第 5 回 地域歴史講座 開催のお知らせ 
<日時> 12 月 19 日（水）14 時～ 

<講師> 上野幸夫先生 

<内容> 光善寺の歴史について 

※申込方法  

12 月 1 日（土）9 時より総合窓口にて 

11 時より電話にて。 
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蹉跎生涯学習市民センター蹉跎図書館 

〒573-0064 枚方市北中振 3-27-10 

＜電 話＞ センター：050-7102-3133   

図書館：050-7102-3117 

＜F A X＞ センター：072-831-5337    

図書館：072-834-3901 

＜E-Mail＞ info-sada@hirakata-sg.jp 

＜U R L＞ https://sada.hirakata-sg.jp/ 

＜開館時間＞ 月曜日～土曜日 9:00～21:00 

＜ ＞ 9:00～17:00 

＜休 館 日＞ 第 4 月曜日(12/24 は開館) 

             年末年始(12/29～1/3) 

さだ・まきの文化創造プロジェクト 

http://1.bp.blogspot.com/-dxo-mpRG9ag/UT10KQmp65I/AAAAAAAAOsc/etpq6_i2has/s1600/fantasy_witch.png
http://1.bp.blogspot.com/-dxo-mpRG9ag/UT10KQmp65I/AAAAAAAAOsc/etpq6_i2has/s1600/fantasy_witch.png

