
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

「日本語よみかき教室」(えんぴつ)からのおしらせ 

 

参加は無料です！ 

「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、お気軽にお問い合わせください。 

◆開講日時 毎週火曜日、金曜日 10:00～12:00 

■お問合せ さだ生涯学習市民センター 

■電話番号 050-7102-3133  

ハッピーハロウィン in さだ 
<日  時> 10月 12日(土) 10:30～11:30 

<場  所> 2階 プレイルーム 

<参加費> 300円 

<定  員> 先着 20名 

<対 象> 年中児～小学 2年生 

<講 師> 小学館アカデミー 白石 文 氏 

■主 催  さだ・まきの文化創造プロジェクト 

■申 込  10月 1日(火) 10:00～窓口・電話にて  

■電 話  050-7102-3133 

防犯教室 犯罪被害に遭わないように 

<日 程> 10月 18日（金） 

<時 間> 第 1部 10:00～11:00 

第 2部 12:00～14:30 

<場  所> 3階 第 2集会室 

<内 容> 第 1部 枚方警察による、特殊詐欺講習 

第 2部 まちあるき～防犯マップの作成～ 

<定  員> 先着 40名  <参加費> 無料 

<対 象> 防犯対策について知りたい方  

（小学生以下は保護者同伴） 

※持ち物 (第 1部) 筆記用具 (第 2部) 飲み物、 

タオル、デジタルカメラ(持参可能の方) 

<講 師> 枚方警察署職員 

■主 催  さだ・まきの文化創造プロジェクト 

■申 込  10月 2日(水) 10:00～窓口・電話にて  

■電 話  050-7102-3133 

さだ音楽(おとらく)倶楽部 
～フォーク&ロックの集い～ 

<日  時> 10月 14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&ロックが好きで 

何らかの楽器を演奏できる方(楽器持参) 

 

■主 催  さだ・まきの文化創造プロジェクト 

■申 込  窓口・電話にて受付中!! 

■電 話  050-7102-3133 

※11月以降の開催予定日 11/4、1/13、2/24 

いずれも (月・祝 ) 時間は 14:30～16:30 

シェフから学ぶ 
秋のフランス料理教室 

<日  時> 10月 19日(土) 

10:00～15:00 

<場  所> 3階 料理室 

<定  員> 先着 16名 

<参加費> 2,000円(材料費)  

■主 催  さだ生涯学習市民センター活動委員会 

■申 込  10月 1日(火) 10:00～窓口・電話にて  

■電 話  050-7102-3133 

 

プロの講師の指導のもと、 

人形劇経験者を対象に 

表現力を高めるための 

「演技の心と技術」を学びます。 

人形劇ステップアップ講座  (全 8回開催) 

<日 時> 第 1回 2019年 10月 7日(月) 18:15～20:15 

②10/21 ③11/11 ④11/18 ⑤12/2 ⑥12/16 

⑦2020年 1/20 ⑧2/3 いずれも(月) 18:15～20:15 

<場  所> 3階 第 2集会室 

<定  員> 先着 15名（全講座受講可能な方） 

<参加費> 無料 ※作品をご持参ください 

<対 象> 枚方市在住・在職・在学、人形劇経験者 

<講 師> 大原 めい 氏（あんさんぶる円座） 

■主 催  枚方市 

■申 込  窓口・電話・FAXにて受付中!! 

     ※受付の際、人形劇経歴など考慮し審査します。 

■問合せ さだ生涯学習市民センター 

■電 話  050-7102-3133 FAX 072-831-5337 

<日  時> 10月 27日(日)  開演 14:00 (13:30開場) 

<場  所> 3階 ホール 

<定  員> 先着 80名 <参加費> 500円 ※お茶付 

<出 演>  ピアノ：直木 恵介 ご案内：かいて きくの 

※お越しの際は公共交通機関をご利用下さい。 

■主 催  さだ・まきの文化創造プロジェクト 

■申 込  10月 1日(火) 10:00～窓口・電話にて  

■電 話  050-7102-3133 

ピアノで綴る 映画音楽＆ポップス ～懐かしいあの時代に帰りませんか Vol.2～ 

英語で楽しむハロウィン！ハロウィンを通じて、異国の文化を

体験してみよう。ゲームや歌、楽しい遊びがいっぱい。

「Trick or Treat」でお菓子をゲット！オリジナルクラッカー 

を作ろう！「一番飛ぶのは誰のかな～」 

※希望者にはワイン(白・赤)販売あり 

<対 象> 市内在住・在職・在学で料理好きな方 

<講 師> 守谷 光男 氏（元京都ホテルフランス料理長） 

<持ち物> エプロン・布巾 2枚・三角巾・筆記用具 

★9/10に自転車交通安全講習会を開催しました!! 

 

『花さき山』パネル展 
10/19(土)～10/30(水) 

図書館集会室にて開催 
 

『花さき山』読み聞かせ 
10/26(土)・27(日) 両日 13:00～13:30 

対象:どなたでも  申込不要 

Let's playボードゲーム！ Vol.11 
11/3(日･祝) 13:00～15:00 

 

定員:20 名(先着) 対象:どなたでも 

申込開始:10/5(土) 10:00～ 

 

ブックワークショップ 
11/4(月･祝) 14:00～16:00 

 

定員:10 名(先着) 対象:高校生以上 

申込開始:10/5(土) 10:00～ 

イベントの他に、昨年ご好評をいただいた「大人

の読書手帖」を、今年も先着 50 名様にご用意し

ています。 

2019年・第 73回 読書週間 
毎年恒例の秋読週間がやってきました。今年も楽

しいイベントをご用意してお待ちしております♪ 

 

10月 27日(日)～11月 9日(土) 

１９４７（昭和２２）年、「読書の力によって、

平和な文化国家を創ろう」と、第１回「読書週間」

が開かれました。 

 

今年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりに

読書のすばらしさを知ってもらうきっかけとな

ることを願っています。 


