
 

 

 

 

 

【今月のお知らせ】 

●平成 31年 3月の休館日は 3月 25日（月）です。 

＜2019年度の休館日の日程について＞ 

4月 22日(月) 5月 27日(月) 6月 24日(月) 7月 22日(月) 8月 26日(月) 

10月 28日(月) 11月 25日(月) 12月 23日(月) 1月 27日(月) 3月 23日(月) 

※ 9月 23日は祝日、2月 24日は振替休日のため開館いたします。 
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＜ロッカー、棚、倉庫の抽選＞ 

申込の受付は、3月 13日(水)までです。 

利用希望の団体は、3月 13日(水)までに 

お申込みください。 

＜抽選会について＞ 
●日 程：平成 31年 3 月 23日（土）  

●場 所：センター3階ホール 

●時 間：9:30～ ロッカー、棚の抽選   

11:00～ 倉庫スペースの抽選 

＜料理室の清掃協力のお願い＞ 

さだ生涯学習市民センターでは、料理室の

衛生保持のため、料理室ご利用団体の皆

さまと一緒に、｢清掃｣を実施しています。 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

●日 程：平成 31年 3 月 11日(月) 

●時 間：10:00～12:00 

●場 所：センター3階 料理室 

●持ち物：エプロン、ふきん 



「豆皿ワークショップ」 

1月 20日(日)に開催いたしました

「豆皿ワークショップ」は、少人数

のワークショップでしたが、アット

ホームな雰囲気の中、参加者全

員が手厚いレクチャーを受け、楽

しくオリジナルの豆皿を作ることが

できました。 

「日本酒、利き酒アフター６」 

1月 26日(土)に開催いたしました

「日本酒、利き酒アフター６」は、

講師としてお招きしました山野酒

造の山野久幸社長のレクチャー

が大変楽しく、お酒とおつまみの

試飲・試食は、参加者すべての

方より絶賛の声をいただきました。 

☆イベントレポート☆ 

◆イベントはどちらも大好評で、非常に満足度の高いイベントとなりました。 

ご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました。また次回のイベントにもご期待下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

「キッズ お茶会」 
<日  時> 3月 16日(土)   

10:00～12:00 

<場  所> 2階和室   

<定  員> 先着 20名 

<参加費> 500円   

※お抹茶・和菓子・和紙の懐紙入れ付 

<対 象> 小中学生 

※保護者は付き添いのみ 

■主 催  さだ活動委員会 

■申 込  3月 1日（金）10：00～総合窓口・電話にて  

■電 話  050-7102-3133  

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。 

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。 

■電話 050－7102－3133  

     さだ生涯学習市民センター 

「ボランティア講師登録制度」 について 

<日  時> 3月 27日(水) 10:00～11:00 

<場  所> 3階第 5集会室  

<参加費> 無料 

<定  員> 先着 20名 

<対 象> 小学 4年生以上 

     （親子での参加可能） 

<内 容>  
家電リサイクルの仕組みとエコロジーを学び、 
磁石を使った不思議な実験やクイズをします。 
   

「家電リサイクル博士になろう！」 

■主 催  さだ・まきの文化創造プロジェクト 
■協 賛  関西リサイクルシステムズ株式会社 
■申 込  3月 2日(土)～3月 26日(火） 

10：00～総合窓口・電話にて  
■電 話  050-7102-3133  

<Sステージ出演者募集！>  
●募集日程 ５月２５日（土）のみ（予定） 
持ち時間約１０分から１５分程のショートステージです。 
ホールのステージ前スペースでの出演となります。 
楽器演奏、歌、漫才、コント、手品等々、パフォーマン
スを披露したい方のご応募をお待ちしています！ 

●開催期間 5/25(土)～5/26(日) 
●時間：午前 10時～午後 4時 
●場所：さだ生涯学習市民センター 

第 13回さだ若葉まつり 

■主 催 第 13回さだ若葉まつり実行委員会 
■電 話 050-7102-3133 

 

◆受付開始 ３月１日（金） ◆締切 ３月３１日（日） 
◆参加費 ５００円 
※出演時間を予定より変更する場合があります。 
※申込書に必要事項を記入し窓口にご提出ください。 
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センター&図書館連携事業 

 

<日 時> 3月 18日（月） 13:00～16:00 
<場 所> センター1階ラーニングルーム   

<内 容> 館内で淀川の治水・防災について学習する。 

淀川の河川敷を歩いた後、淀川資料館を 

見学する。 

<講 師> 淀川資料館の方による出前講座 

<持物等> 飲み物（水分補給）、運動靴等 

歩きやすい服装でお越し下さい。 

<参加費> 無料   <定 員>  20名 

 

第 2回 淀川防災まちあるき 

お知らせ 

敷地内禁煙 
2019年 4月 1日から 

 

喫煙所の撤去を行います。 

利用者の皆様のご理解とご協力 

をお願いいたします。 

枚方市では、「健康増進法の一部を改正する法律」の 

公布を受け、市施設については敷地内禁煙を実施します。 

「日本語よみかき教室」(えんぴつ) 

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。■電 話 050-7102-3133 

よってコーナー！みてコーナー！ 

 第 5回 

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 5回は「ティーンズコーナー」のご紹介です。皆さま

は図書館に入ると真正面の一番奥に「ティーンズコーナー」

という大きな看板を目にしたことはないでしょうか？ ここには

主に中学・高校生を対象にした本を置いています。よみもの

（小説）だけでなく、知識・教養の本など、図書館が「ティーン

ズ」たちにぜひ読んでもらいたいものを時代・ジャンルを問わ

ずおいてあるのが、このティーンズコーナーです。また最近

のティーンズ向けの本には、大人でも楽しめる本、小学校高

学年からでも読める本がたくさん出版されています。さらにテ

ィーンズコーナーの隣にはライトノベルコーナーもあります。ど

の本も「ティーンズ」でなくても貸出できますので、ぜひお立

ち寄りください！さてこのコーナーもついに最終回を迎えまし

た。図書館ではこれからも皆さまに愛されるような本棚作り・

コーナー作りに励んでいきますので、 

応援よろしくお願いいたします。 

さだ図書館では、蔵書点検の期間中にこどもの本の 

コーナーの配置がえを行いました。 

本の場所が変わり、最初は戸惑うかもしれませんが、

お探しの本が見つからないときはお気軽に総合窓口

にお声かけくださいね。 

今までと違った場所にある本が新たな出会いの一冊

となりますように・・・☆ 

 

こどものほんのコーナーが 
変わりました！！ 

一般のコーナーも 

本棚に番号をつける

等、ディスプレイを変更

しています。 

 

■主 催 さだ・まきの文化創造プロジェクト 

■申 込 総合窓口・電話にて申込受付中!! (締切 3月 10日)    

■電 話 センター 050-7102-3133／図書館 050-7102-3117 



春のおたのしみ会（小学生向け） 

21(木・祝)15:00～16:00 

としょかんおはなしかい（小学生向け） 

9(土)・16(土)・23（土）・30（土） 15:00～15:30 

おはなしいっぱいおはなしかい（乳幼児向け） 

6(水)・20(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

7(木)･14(木)･22(金) 2８(木) 10:00～12:30 

おはなしなーじょのおはなしかい 

24(日) 11:00～11:30 

としょかんおやすみ 

1（金）・2（土）・25(月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月
げつ

 火
か

 水
すい

 木
もく

 金
きん

 土
ど

 日
にち

    １ ２ ３ 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

１１ 1２ 1３ 1４ 1５ 1６ １７ 

１８ １９ ２０ ２１ 2２ 2３ ２４ 

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

 

図書館員おすすめの一冊 
 『 切れない糸 』 

坂木 司   著 

東京創元社   ２００９年７月 

 

大学卒業の春、父親の急死で思いがけず家業のク

リーニング店を継ぐことになった新井和也は、クリーニ

ングという仕事を通して同じ街に住む人々の日常の謎

に触れていく。 

少し後ろ向きな主人公が仕事を通じて少しずつ成

長していく温かいストーリーです。また舞台の商店街に

は、坂木さんの別シリーズ作品に出てくる女の子も住ん

でいるので、探して読むのも楽しいです。                         

節穴 

展示
て ん じ

期間
き か ん

：３月３日～３月 24日まで 

「あ る く」 

特集本 

「 や さ い 」 
 

 お伊勢参りに奥の細道、昔の人はよく歩いた。今で

は「あるく」は美容と健康のために！、「あるく」をめぐる

エッセイ、小説までいろんなあるくを集めました。春の

陽気に誘われておでかけ、にもお役立てください。 

 

 だんだんとあたたかくなってきました。 

お買い物に行けば冬場はあまり見かけなかっ

たやさいもチラホラでてきました。 

えほんの中にしってるやさいはでてくるかな？ 

そだて方や料理の方法もさがしてみてね。 

こどもむけ  

一般向け  

3 月 21 日（木・祝）は春のおたのしみ会！ 

春らしい絵本を読んだり、パネルシアターをします。おはなしの後はみんなで、折り紙でロゼットを作ります。 

会場は図書館集会室、時間は 15～16 時。定員 30 名、事前申込制となっています。申込は 3 月 3 日（日）10 時

より、総合窓口もしくはお電話にて。皆さまのご参加をお待ちしています！ 

皆様のご参加をお待ちしています！！ 

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 

■電 話  050-7102-3133 

図書館 050-7102-3117 

■F A X  072-831-5337 

図書館 072-834-3901 

■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（祝日の場合は開館） 

年末年始(12/29～1/3) 

■E - M a i l  info-sada@hirakata-sg.jp 

■U R L  https://sada.hirakata-sg.jp/ 

 P4 

https://3.bp.blogspot.com/-j2pwSSoL84M/V7kydraD1PI/AAAAAAAA9NM/sdV60V7Y8lc5-w70wWHxGpLShqK54I8xACLcB/s800/walking_group_cap.png
https://4.bp.blogspot.com/-aI8NQv8G4xI/UdEec3vlcDI/AAAAAAAAVv0/lIUBbdSTI3I/s824/job_yaoya.png
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

