
エンディングイベント 

＜パフォーマンス協力＞ 

★祥空館 

５月２６日(日) 
１６：００～１６：３０ 
（３階ホール） 

 

 

 

 

 

★5月の休館日は 5月 27日（月）です★ 
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【今月のお知らせ】 

今月のイチオシイベント 

6 月 1 日から 2 階ロビーのご利用サービスを改善

いたします。現在、館内の点灯時間を 8時 55分に

していますが、8時 45分に変更いたします。 

点灯時間の変更に伴い、2階ロビーには 8時 45分

までご入場いただけませんのでご理解とご協力を

お願いいたします。 

6月 1日からご利用時間が 

8時 45分になります。 

●エレベーター始動時間 

●ロビーの入場 ・ 点灯時間 

●給湯室使用開始時間 

 

５月２５日(土) 

オープニングセレモニー 
＜和太鼓演奏＞ 

子ども和太鼓チーム 

雅っ鼓 

１０：００～１０：３０ 
（１階駐車場） 

集おう、繋がろう、伝えよう、さだ若葉まつり 

さだ若葉まつり 第１３回 ５月２５日(土) 

５月２６日(日) 

★スタンプラリー開催★ さだ若葉まつり実行委員会企画 

スタンプを集めてプレゼントをもらおう!! 5/25、26 10時～15時 

★盛りだくさんの内容で 

お届けします!!★ 

＜2階ロビー ご利用案内＞ 
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<出 演>  ドリーミン 

<日 時> 5月 30日(木)   

12:30～12:50 

<場 所> センター2階ロビー 

※コンサート当日は、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。 

いくつになっても 

音楽を通して夢を 

持ち続けていたい… 

そんな思いで生まれた 

「ドリーミン」の懐かしい 

フォークソングを 

お聴きください。 

観覧 
自由! 

入場無料! 

「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 

★4/9に、お花見お茶会を開催しました！ 

「日本語よみかき教室」では、日本語の学習以外にも定

期的にイベントを、開催しております。今回は、「楽寿荘」 

に行き、満開の桜を鑑賞しました。その後お茶会では、 

お茶の作法を通して日本のお

茶の文化を学びました。 

参加は無料です！ 

お気軽に 

お問合せください。 

<日  時> 6月 15日(土) 開場 17:30 開演 18:00 

<場  所> ３階 ホール 

<定  員> 先着 120名 

<チケット> (全席自由)  

前売：1,000円(税込) 

当日：1,300円(税込) 

★チケット発売日時★ 

5月 1日(水) 10時から 

センター窓口にて発売 

（電話予約も同日時に開始） 

※未就学児は入場無料となりますが 

お席のご用意はできません。 

◆さだ活動委員会主催 

◆さだ活動委員会主催◆ 

■電話 050-7102-3133 さだ生涯学習市民センター 
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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。 

「ボランティア講師登録制度」 について 

■電話 050-7102-3133 

      さだ生涯学習市民センター 

お知らせ 

第 13回 若葉まつり 

図書館開催イベントのお知らせ 

5 月 25、26日の若葉まつりでは、図書館でも楽しいイベン

トを開催します。みなさまお誘い合わせの上、初夏のさわ

やかなひと時をぜひ若葉まつりでお楽しみください！ 

 

Let’s play ボードゲーム！ Vol.１０ 

日本国内外の色々なゲームで遊んでみませんか？ 

5月 25日(土) 10：00～16：00 集会室にて。参加費無料。 

手作りおもちゃを作ろう！ 

牛乳パックで、わかばちゃんのイラストが入ったすてきな 

絵合わせパズルを作って遊んでみませんか？ 

 

 

5月 26日（日）13：00～15：00 

集会室にて、参加費無料 

 

※多くの方が参加された場合、順番を待っていただくこと

がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 いっしょにあそぼうよ！ 

しってる？図書館 しってた！図書館 

 第 2回 

みなさま、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。 

今回はおはなし会についてです。 

図書館では、毎週土曜日の 15時からと第 4日曜日 11時

からは小学生以下向けのおはなし会、第 1・第 3水曜日の

11時からは乳幼児向けのおはなし会を行っています。 

詳しい日時については毎月発行の「さだだより」やカウンタ

ーで配布している「おはなしかいのしょうたいじょう」、図書館

ホームページでご確認ください。 

また、季節に合わせて、いつものおはなし会よりも少しグレ

ードアップしたおたのしみ会なども行っています！いつもの

絵本の読み聞かせに加えて、みんなで工作したりもするの

で、とても楽しい時間が過ごせますよ♪ 

ゴールデンウィークもたくさんのスペシャルなおはなし会を

行います。みなさまがおはなし会に来て下さるのを 

心からお待ちしています！ 

＜コピー用紙料金の改定について＞ 

5月 1日より販売用コピー用紙の料金が変更になります。 

品　名 単位枚数
平成30年度

売却代金（円）
平成31年度

売却代金（円）
前年度との比較

再生紙 （Ａ４） 100 50 70 20

再生紙 （Ａ４） 500 250 310 60

再生紙 （B４） 100 80 100 20

再生紙 （B４） 500 380 470 90

再生紙 （Ａ３） 100 100 130 30

再生紙 （Ａ３） 500 500 620 120

一体型印刷機マスター 1 30 30 0

生涯学習市民センターの用紙類実費売却代金表

平成31年５月１日改定　　



としょかんおはなしかい（小学生向け） 

11（土）・18（土） 15:00～15:30 
おはなし会スペシャル（幼児以上） 

☆こうさく  1（水）・4（土）11:00～11:30 

☆おりがみ 2（木）・6（月）11:00～11:30 
おはなしいっぱいおはなしかい（乳幼児向け）

15（水） 11:00～11:30 
ふれあいルーム ひよこっこ 

17（金）・30（木）  10:00～12:30 
おはなしなーじょのおはなしかい 

26（日） 11:00～11:30 
第 13回さだ若葉まつり 25日（土）・26日（日） 

☆ボードゲーム 25 日 10:00～16:00 

☆てづくりおもちゃ 26 日 13:00～15:00 
としょかんおやすみ 

27(月) 
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特 集 本 
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図書館員おすすめの一冊 

『万葉集 植物さんぽ図鑑』 

木下武司 文  亀田龍吉 写真  

           世界文化社 2016年 2月 

 

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 

             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/ 

 

一般向け 元号とその時代 
 

 元号は、645年に大化と定められて以来、 

現在に至るまで使用されています。令和への 

改元に伴い、元号とその時代にまつわる本を 

集めました。これを機に、歴史や時代小説を 

手にとってみてはいかがでしょうか？ 

 

 

子ども向け ○○のひみつ・△△のなぞ 
 

みんながしりたい、あんなひみつやこんな 

なぞ。きになるなにかのしくみや、ぎもんに 

こたえてくれるほんをあつめました。 

たくさんよんで、○○はかせになっちゃい 

ましょう♪ 
   

 
展示期間 4 月 23 日～5 月 26 日まで 

 

 今月からはじまる「令和」時代。 

「令和」の典拠として話題になり、万葉集に興味を持

たれた方も多いのではないでしょうか。 

 この本は、万葉集に詠まれる植物のうち６０種を選

び、歌とともに紹介しています。身近な植物を中心に

まとめられていますので、参考にしていただき、古代

人の視点に思いを馳せながら「さんぽ」を楽しんでみ

てはいかがでしょうか。            まっさん。 
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