
 

 

 

 

 

★4月の休館日は 4月 22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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【今月のお知らせ】 

＜開館時間のご案内＞ 

天皇の即位の日を休日とする法律および、祝日法に規定する

「国民の祝日」の規定が適用され、4月 29日(月)～ 

5月 6日(月)までの開館時間が 9時～17時までとなります。 

 

 

今月のイチオシイベント 

ひらかた 
絵本まつり 2019 

 期間 4月 22日（月） 
～5月 12日（日） 

第 61回こどもの読書週間（今年のテーマは「ドは

読書のド♪」）に合わせて、枚方市立図書館では

「ひらかた絵本まつり 2019」を開催します。 

期間中、市内の各館・分室で楽しいイベントが

目白押しです。さだ図書館でも子どもたちに読書

の楽しみや喜びを届けるイベントをたくさん行い

ます。ご家族で、お友だち同士でお気軽にご来

館、ご参加ください。 

詳しくは中面 3ページをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

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。 

「ボランティア講師登録制度」 について 

日頃の創作活動の発表の場として、2階ロビー横「アー

ト・スペース」を無料にて開放しています。使用対象は、

当センターで創作活動をしている団体・個人に限りま

す。お気軽にお問合せ下さい。 

■

電話 050-7102-3133 

  

さだ生涯学習市民センター 

■電話 050－7102－3133  

 さだ生涯学習市民センター 

「あなたの作品を展示しませんか？」 

第 13回さだ若葉まつり 

●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 

今年度のスローガンは『集おう、繋がろう、伝えよう、

さだ若葉まつり！』に決定いたしました。 

今年度は、３１団体がご参加いただくこととなり、 

発表、展示、模擬店等、盛りだくさんの内容で開催

いたします。たくさんの方々のご来場をお待ちして 

おります。どうぞお楽しみに！ 

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

「クルクルボックスを作ろう」 

<日  時> 4月 14日(日)  10:00～12:00 

<場  所> ３階 第２集会室 

<定  員> 先着 20名 

<参加費> 300円   

※透明ケース付 

<対 象> 小学生以上 

<講 師> 時 恭子 氏 

（日本折り紙協会公認講師） 

 

～楽しい折り紙講座～ 

■主 催  さだ活動委員会 

■申 込  ４月１日(月)10:00～総合窓口・電話にて  

■電 話  050-7102-3133  

～アート・スペースのご案内～ 

★3/12に、お楽しみ会を開催しました！ 

「日本語よみかき教室」では、日本語の学習以外にも

お花見や遠足やお茶会などのイベントを、定期的に

開催しております。今回のお楽しみ会では、「紙相撲」 

や「紙コップゲーム」で楽しん

だあと、学習者を囲んでお茶

を飲みながら、みんなで談笑

しました。 

参加は無料です！ 
お気軽に 

お問合せください。 

季節の装飾「3月・4月は桜」 

■電話 050－7102－3133  

 さだ生涯学習市民センター 
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センターからのお知らせ 

ひらかた絵本まつり2019開催！ 

4月 22日（月）から 5月 12日（日）まで開催される「ひらかた

絵本まつり 2019」。さだ図書館でも子ども向けを中心に楽しい

イベントが目白押しです！ 

4月 27日（土） 15:00～ 
おはなし会スペシャル 

（工作するよ！） 

4月 29日（月） 13:00～ 
レッツプレイ ボードゲーム 

Vol.9 ※事前申込要 

5月 1日（水） 11:00～ 
おはなし会スペシャル 

（工作するよ！） 

5月 2日（木） 11:00～ 
おはなし会スペシャル 

（折り紙するよ！） 

5月 4日（土） 11:00～ 
おはなし会スペシャル 

（工作するよ！） 

5月 6日（月） 11:00～ 
おはなし会スペシャル 

（折り紙するよ！） 

また 23日（火）より「本のおたのしみ袋」も 65袋限定でご用意

しています。みなさまふるってご参加ください！ 

しってる？図書館 しってた！図書館 

 第 1回 

皆さま、図書館ではいつもどんなことをしているかご存知で

すか？このコーナーでは図書館の取り組みについてご案内

していきます。今回は貸出カードについてです。 

お引越しをされた方、ご入学・ご就職された方などなど、新

しい生活がスタートされた方、図書館の貸出カードを作っ

てみませんか？枚方市の図書館では 0歳から貸出カード

を作ることができます。年齢によって貸出冊数が変わること

もありません。貸出はお 1人 12冊まで！！枚方市内に住

んでいなくても、学校・勤務先が枚方市内であれば貸出カ

ードが作れます！図書館には今は本屋に並んでいない本

もあります。好きな分野の本を探すのはもちろん、今まで手

にしたことがない新しい本との出会いがあるかもしれませ

ん。赤ちゃんに読み聞かせできる本もたくさんあります。赤

ちゃんと、はじめての 1冊を図書館へ探しに来てみてはい

かがでしょうか。カードの作り方については、さだ図書館のス

タッフまでお気軽にお問合せください。 

皆さまのご来館をお待ちしています！ 

 

料理室の清掃について 

3月 11日（月）に、料理室をご利用さ

れている団体の方々と一緒に、料理

室の清掃を実施いたしました。皆さま

のおかげで、料理室がとてもきれいに 

なりました。ご協力いただき 

ありがとうございました。 

敷地内禁煙 
2019年 4月 1日から 

 

敷地内の喫煙所を撤去いたしました。 

利用者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

さだ生涯学習市民センターは 

統一地方選挙の投票所となります 

●大阪府知事選挙・大阪府議会議員選挙 

<日時> ４月７日（日）  

午前 7時～午後 8時  

<場所> センター3階 ホール 
 

●枚方市議会議員選挙 

<日時> ４月２１日（日）  

午前 7時～午後 8時 

<場所> センター3階 ホール 

 ※４月７日（日）、２１日（日）は、３階ホールのみ 

投票時間午前 7時～午後 8時まで開場して 

おります。 

センター・図書館の開館時間は、9時～17時 

です。17時以降は、ホール以外はご利用でき 

ませんのでご了承ください。 

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。 



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 
おはなし会スペシャル（小学生向け） 

27（土） 15:00～15:30 

 ☆立体カードも作ります 
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）･19（金）  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 
Let's playボードゲーム Vol.9 

29（月・祝） 13:00～15:00 
としょかんおやすみ 

22(月) 
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今日は動物園の身長測定の日です。いろんな動物

たちが個性豊かに身長を測りにやってきます。果た

して動物たちは上手に身長をはかることができるの

でしょうか？ 

新学期が始まり子供たちも身長測定を行います。 

一緒に読むときっと楽しい思い出になると思います。 

シリーズで『どうぶつたいじゅうそくてい』もあります。 

                          ジュリア 

 

「平成元年に出版された本」 
 
平成という一つの時代の終幕となる今月は、１９８９年

（平成元年）に出版された本を読んでみませんか。 

一般向けも子ども向けも同じテーマで、１９８９年２月

～１２月に出版された本を厳選して集めました。 

懐かしのタイトルやあの時人気だった作家。当時の

ニュースなど忘れていた思い出に出会えるかも。 

今も子どもたちに大人気のあのシリーズ本も、平成

元年に出版されていた?! 

懐かしさと発見がいっぱいの 

古き良き平成元年本をぜひお手に♪ 

 
 

展示期間 ３月 26日～４月 21日まで 

特 集 本 
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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＞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 

＜開館時間＞ 月曜日～土曜日 9:00～21:00 

＜日曜・祝日＞ 9:00～17:00 

＜休 館 日＞ 第 4 月曜日 

             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/ 

 

図書館員おすすめの一冊 

『どうぶつしんちょうそくてい』 

聞かせ屋。けいたろう 著 

アリス館 ２０１４年 ８月 
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