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★７月の休館日は、７月２７日(月)です★  

さだ生涯学習市民センターの 7月 1日以降の施設利用について 

平素より、さだ生涯学習市民センターをご利用いただきまして、誠にありがとう

ございます。６月１５日から段階的に施設利用を再開していますが、引き続き一定

の遵守事項を設けた上で、７月１日から原則として全ての諸室利用を再開します。 

 

７月より再開するサービス 

・全室、湯沸室の利用、飲食可（対面は不可） 

ただし、定員はおおむね 2分の 1以内とする。 

・２階ロビー（無料開放部屋含む）の利用 

ただし、短時間の利用とし、必ずマスクを着用すること（飲食時以外）。               

座席は間隔を広げ対面を避けて設置しており、座席の移動は不可とする。       

引き続き備品の貸出は中止 

・イベント利用の予約（諸室でのイベント利用は 10月 1日から） 

 

諸室を利用される場合は、以下の遵守事項をお守りください。 

・利用者の中に発熱、せきなど風邪のような症状のある人がいないこと。 

・施設の利用前後に石けんによる手洗いを行うこと。 

・各部屋の定員は、7月以降は 2分の 1以下とする。 

・利用者同士の密集を避け、直接接触する行動をしないこと。 

・おおむね 30分ごとに部屋の換気を行うこと（扉・窓を開放）。 

・利用者はマスクを着用すること（スポーツのプレー中は除く）。 

 ※スポーツを行う際はサイレントプレーに努めること。 

 

その他 

・施設利用の前後に上記の遵守事項をチェックシートで確認し、署名をいただきます。 

・午前 10時、午後 2時、午後 7時に館内放送等で遵守事項を周知します。 

・原則として備品の貸し出しは、利用者が消毒清掃作業を行う場合に限り、 

貸し出しを行います（消毒液等を設置）。 

※ドアノブ・机等の消毒清掃作業については施設管理者側で対応します。 

※今後の情勢に応じて、条件が変わることもございます。 

 変更の際は、ホームページ等で、随時ご案内いたします。 

 



 

 

  

目に涼やかなゴーヤのカーテン。例年、利用者の皆さま

からのご好評を受け、今年は苗の数を増やし育て始めま

した。 

２階ロビーのベランダで、夏の日差しを受けて、ぐんぐ

ん成長中。果実の収穫が楽しみです。ぜひ成長を見守っ

てあげてください。 

 

なす 

 

 

 

 

プチ図書コーナーを拡大し、図書コーナーになりました 

２階ロビーでは、お気軽に読んでいただける「プチ図書コーナー」を設置しています。現在、書棚を

増やし、「図書コーナー」としてご利用いただける準備をしています。 

皆さま、ご家庭で眠っている本はありませんか。単行本や文庫本（コミック・小説など）を２階図書

コーナーで、是非活用させて下さい。ご協力よろしくお願いいたします。 

さだスタッフからの耳より情報をお届けします！ 

  

休館期間中にスタッフがプランターを使って家庭

菜園に挑戦しました。 

育っていく様子を楽しむことができ、自宅で栽培し

た野菜をそのまま食卓で味わうことができます。 

初心者でも簡単に育てられる野菜もいろいろとあ

るので、気軽に家庭菜園を初めてみてはいかがでし

ょう。７月はオクラやチンゲン菜がおススメです。 （左より）ミニトマト、ピーマン 

当センターをご利用の団体や個人の方にご利用いただけま

す。絵画・手芸・工芸品等の作品を展示にご活用くださ

い。ご希望の方は、『アート・スペース使用申込書』を窓

口へ 提出し予約してください。 

使用できる期間は１展示につき原則２週間以内です。使用

回数の上限は１団体（個展含む）･１年度２回以内を原則

とします。 

創作活動の発表の場として、アート・スペースをご活用ください 

家庭菜園をおすすめします 

 

ゴーヤのグリーンカーテンはじめました 

 

６月２日の様子。本葉が少しずつ増えてきました。 

 

6 月 24 日の様子。つるが伸びてきました。

もうすぐネットに届きそうです。 

 



  

 

 

 

 「日本語よみかき教室」(えんぴつ)からのお知らせ 
 

日本語が分からないことで、日常生活に困っている人であれば、日本人でも外国人で

も自由に日本語を学ぶことができるところです。日本語の勉強以外に遠足に行った

り、料理を作ったりして交流もしています。日本語の勉強をしたい人は、生涯学習市

民センターに電話で問い合わせるか、直接お越しください。参加は、無料です。 

また、あなたの周りに日本語が分からなくて困っている人がいらっしゃったら、  

このよみかき教室のことを教えてあげてください。 ■開講日時    毎週火曜日、金曜日 

10:00～12:00 参加は無料です。 

■お問合せ    さだ生涯学習市民センター 

■ 電 話   050-7102-3133 FAX 072-831-5337  

 

 

 さだ活動委員会からのお知らせ 

～さだ活動委員会 活動委員を募集しています～ 

さだ生涯学習市民センターでは、センターで開催するコンサートや講

座等イベントの企画・運営を行っていただける方を募集しています。 

生涯学習市民センターの利用団体関係、生涯学習市民センターの事業

に関心のある方、地域活動に意欲のある方など、一緒に活動しません

か。活動予定やご質問はセンター事務室迄お気軽にお問合せください。 過去には「オリエステ

ル」を使って子供たち

と一緒に可愛い作品

を作りました。 

 

 

皆さまに心地よくご利用いただけるよう 

児童書コーナーにおける一部書架の移動を 

行いました。 

◎大型絵本と紙芝居は窓際へ 

 （大型絵本は少し増えたのでぜひみてください） 

◎児童雑誌はミロコマチココーナー横へ 

◎ひみつシリーズを一ヵ所に集めました 

◆特集コーナーについて 

ミニ展示が雑誌コーナー手前に移動し、 

「特集コーナー」として、規模を拡大して 

生まれかわりました！ぜひご覧ください。 

【今後の特集コーナー予定】 

７/１ ～７/１３  「もっと知ってほしい！図書館」 

７/１４～７/２６  「健康」 

さだ図書館からのお知らせ 

さだ生涯学習市民センターのよみかき教室は
7月３日(金)から再開します。 

詳しくはフロアマップでご確認いただくか、 

図書館スタッフまでお気軽にお尋ねください。 

■お問合せ    さだ生涯学習市民センター 
■ 電 話   050-7102-3133 FAX 072-831-5337  

 



 

蹉跎生涯学習市民センター・蹉跎図書館 (指定管理者) 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（祝日の場合は開館） 

             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/ 
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[文書の重要な部分を引用して読者の注意を引いたり、このスペ

としょかんおはなしかい（小学生向け） 

4・11・18・25 日（土） 15:00～15:30 

おはなしいっぱいおはなしかい（乳幼児向け） 

1･15(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

 

おはなしなーじょのおはなしかい 

26(日) 11:00～11:30 

としょかんおやすみ 

27(月) 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響に
より行事・イベントを中止する場合があります。 

 

図書館員おすすめの一冊 
一般向け   時代を動かしたモノ・ヒト 

展示本 

こどもむけ  ひんやり 

今まさに生活が一転する出来事が起きています。 

そんななか、順応しようとさまざまな取組みを始めている人も

いるのではないでしょうか。 

人類はそうしてひとつひとつの困難を乗り越えてきました。 

そんな転換期を支えたモノ・ヒトたちの本を集めました。 

今を生き抜くヒントが見つかるかも......！ 

今年
こ と し

もだんだん暑
あつ

くなってきましたね。そんな暑
あつ

い夏
なつ

にぴったりな、読
よ

むだけでひんや～りする本
ほん

を集
あつ

めま

した。ひんやりしている食
た

べ物
もの

の本
ほん

や、 

怖
こわ

くてひんやりしてしまう本
ほん

などなど。 

ひんやりする本
ほん

を読
よ

んで、 

今年
こ と し

の夏
なつ

を乗
の

り切
き

ろう！！ 

 

 

 

 

 クリス・マクナブ著，片山 美佳子訳 

 

世界中に点在するゴーストタウンを紹介している 

写真集。写真とともに廃墟となった由来の説明もあり、

興味をそそられます。 

ゴーストタウンは人類の歴史の一端を映し出してい

ます。無理な都市計画、紛争による破壊、疫病の流

行、鉱山の閉鎖、軍隊による接収、環境破壊、火山の

噴火など、様々な理由により廃墟となりました。 

何十年、何百年というはるか昔の時代を生きていた

人々の暮らしが目に浮かぶような、圧倒される写真の

数々をぜひご覧ください。 

（名もなき猫） 
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