
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

「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・在学の方で、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  

 

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 5回 2019年 12月 2日(月) 18:15～20:15 

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> 定員 15名（途中参加も可） 

<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 

★写真は、みかん狩りの様子（課外授業） 

Sada Clean Day！ 

<日 時> 12月 26日(木)  

10：30～11：00  

<定 員> 10名  

〈持ち物〉 軍手 

〈参加費〉 無料 ※参加者にはお茶をご準備しています。 

さだ生涯学習市民センター・図書館の周辺を 

スタッフと一緒にきれいにしませんか。 

～WINTER JAZZ NIGHT～ 

内藤大輔＆野江直樹ジャズライブ 

<日  時> 1月 24日(金)  開演 18:30(開場 18:00) 

<場  所> ３階 ホール  

<出 演> 内藤大輔(サックス)・野江直樹(ギター) 

<定  員> 先着 80名 

 

■主 催  さだ・まきの文化創造プロジェクト 

■電 話  050-7102-3133 

親子で楽しくクッキング 
～冬休み親子料理教室～ 

< > キーマヨーグルトカレー、リンゴとかぼちゃの 

ヨーグルトサラダ、チーズクリームのクレープ

  

<日 程> 12月 24日（火）10:30～13:30 

<場  所> ３階 料理室 

<対 象> 小学生親子 

<定  員> 先着 12組 24名 

<材料費> 1,000円（親子 2名分） 

<持 物> エプロン・三角巾・筆記用具 

<講 師> 株式会社明治 食育担当 管理栄養士 

■主 催  さだ・まきの文化創造プロジェクト 

■申 込  12月 2日（月）10：00～ 

窓口・電話・FAX・ホームページにて受付 

■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> 1月 13日、2月 24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 

〈 〉 
 前売 ： 1,000円 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

〈日 時〉 12月 21日（土）14:00～15:00 

〈場 所〉 さだ図書館 おはなし室 

〈定 員〉 20名（先着） 

〈対 象〉 幼児～小学生 

（未就学児は保護者同伴）       

〈参加費〉 無料  

■申 込 11月 23日（土）10:00 より総合窓口 

              同日 10:30 より電話可 

■電 話 050-7102-3117 

 

 

冬のおたのしみ会 

絵本の読み聞かせ 

クリスマスの 

工作をします♪ 

 

「目次読書ワークショップ」を 
11月 4日（月）に、ラーニング 
ルームにて開催しました。 

〈日 時〉 2020年 1月 5日（日） 13:00～15：00 

〈場 所〉 さだ図書館 集会室 

〈定 員〉 先着 20名 

〈対 象〉 子ども～大人まで 

（未就学児は保護者同伴） 

■申 込 12月 14日（土） 10:00～総合窓口  

同日 10:30～電話可 

■電 話 050-7102-3117 

 

～まずは“さだ”からはじめませんか～ 

■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 

☆チケット発売日時  

12月 9日(月)10:00～ 

窓口にて販売 ※電話予約も同時に開始 

 

 当日 ： 1,500円 

アート・スペースをご活用ください 
当センターで創作活動されている団体・個人に、日頃の創作
活動の発表の場として、２階ロビーの一部を無料にて開放して
います。ご利用をご希望の方は、センタースタッフに、お気軽
にお問合せください。 

現在、アート・スペースでは 
クリスマスの飾り付けをして、皆さまのご来館をお待ちしています。 
是非、お立ち寄りください。       

※右側の写真は昨年度の装飾です。 

目次を読めば本の中身が頭に入ってくる！？ 

目次からキーワードを拾いながら、 

本をササっと読んだ後、 

全員でその本の紹介ポップを 

作りました。 

ポップは紹介する本と一緒に 

館内に展示しています。 

どうぞご覧ください♪ 

Let’s Play ボードゲーム vol.12 


