「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、

参加は無料です！
◆開講日時 毎週火曜日、金曜日 10:00～12:00

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

さだ音楽(おとらく)倶楽部

大人向け 楽しく健活セミナー

～フォーク&ロックの集い～
<日 時> 9 月 23 日(月・祝) 14:30～16:30
<場 所> 2 階 音楽室
<定 員> 先着 10 名
<参加費> 200 円
<対 象> 1960～80 年代
のフォーク&ロックが好き

<日 時>
<場 所>
<定 員>
<参加費>
<対 象>
<持 物>

で、何らかの楽器を演奏できる方(楽器持参)

<講

※10 月以降の開催予定日 10/14、11/4、1/13、2/24
いずれも(月・祝) 時間は 14:30～16:30

第３１４回

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

9 月 25 日（水）10:00～11:00
3 階 第 5 集会室
先着 30 名
無料
市内在住の成人
筆記用具

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

師> 株式会社明治 食育担当 管理栄養士

※ヨーグルトの試食がございますので、乳製品に対する
■主 催 さだ・まきの文化創造プロジェクト
■申 込 9 月 1 日(日) 10:00～窓口・電話にて
■電 話 050-7102-3133

サンサン人形劇場

<日

時> 9 月 8 日(日) 開場 13:15 開演 13:30

<場

所> ３階 ホール

<出

演> 人形劇団ぴゅあ

<演

目> 「おとのかくれんぼ」 「ともだちや」

人形劇ステップアップ講座

(全 8 回開催)

プロの講師の指導のもと、
<日 時> 第 1 回 2019 年 10 月 7 日(月) 18:15～20:15 人形劇経験者を対象に
表現力を高めるための
②10/21 ③11/11 ④11/18 ⑤12/2 ⑥12/16
「演技の心と技術」を学びます。
⑦2020 年 1/20 ⑧2/3 いずれも(月) 18:15～20:15
<場 所> 3 階 第 2 集会室
■主 催 枚方市
<定 員> 先着 15 名（全講座受講可能な方）
■申 込 9 月 1 日(日)10:00～窓口・電話・FAX にて
<参加費> 無料 ※作品をご持参ください
※受付の際、人形劇経歴など考慮し審査します。
<対 象> 枚方市在住・在職・在学、人形劇経験者 ■問合せ さだ生涯学習市民センター
■電 話 050-7102-3133 FAX 072-831-5337
<講 師> 大原 めい 氏（あんさんぶる円座）

図書館を使った調べ方の基本を学べる講座です。
今回は「地域資料」を使って調べ方についてのお役
立ち情報をお伝えします。

■電 話 050-7102-3133

Salon de Sada Concert vol.16
<出 演> M-Saudade

ブラジル音楽をこよなく愛するメンバーが軽快

<日 時> 9 月 29 日(日)

にボサノバを演奏します。今回はギター岩田雅

12:30～12:50

彦、ボーカル Keiko、木箱を叩き横笛も吹くマ
ルチプレイヤーMegumi がお届けするアコース
ティックな音楽をロビーにてお楽しみください。

※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。

■主 催

■お問合せ さだ生涯学習市民センター
■電話番号 050-7102-3133

しってる？図書館 しってた！図書館

～地域について調べる～

■主 催 枚方市 ■問合せ さだ生涯学習市民センター

入場無料! 観覧自由!

ある方は、お気軽にお問い合わせください。

大人のための図書館活用術

<入場料> 無料 （３歳以上は入場整理券が必要です）
※入場整理券を窓口にて好評配布中
(先着 120 名) 電話予約可

<場 所> センター2 階ロビー

る方はいませんか？日本人でも外国人でも、自由に日本語

～ヨーグルトのひみつ～

アレルギーがある方は、事前にお申し出ください。

■主 催 さだ・まきの文化創造プロジェクト
■申 込 9 月 1 日(日) 10:00～窓口・電話にて
■電 話 050-7102-3133

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

活動委員会

■電 話

050-7102-3133

<日時>
〈会場〉
〈講師〉
〈定員〉

10 月 10 日（木） 14:00～16:00
さだ Learning Room
脇本初美氏 元牧野図書館長
15 名 〈参加費〉 無料

■申込 9 月 9 日(月) 10:00～総合窓口(10:30 より電話可)
■電話 050-7102-3117

第６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。
最終回となる今回は、昨年度開室した自習スペース「ラー
ニングルーム」についてです。図書館内では自学自習は不
可となっていますが、「ラーニングルーム」では可能です。「ラ
ーニングルーム」は図書館の貸出カードをお持ちであれば、
誰でも利用できます。利用したい方は貸出カードを持って総

夏休み楽しかったね！

合窓口までお申し出ください。手続きの後、座席券をお渡し
します。利用時間は１回につき４時間ですが、座席の順番待

楽しいイベントが盛りだくさんの夏休み。

ちの方がいなければさらに 4 時間延長できます。私語厳禁

参加してくれた皆様、暑い中図書館へお越しいただき

となっていますので、静かな空間で勉強できます。ただし食

ありがとうございました。

事は禁止ですので、その際は室外でお願いいたします。また
パソコンなどの電子機器は持ち込み可能ですが充電はでき
ませんので、ご了承ください。
さだ図書館では今後も皆様に愛される図書館づくりに励ん
でいきます。応援よろしくお願いいたし
ます。

