
 

 

  

★9月の休館日は、9月２8日(月)です★  

ほし 

蹉跎 
さ    だ 

だより 
2020 年 9 月号 

〔編集・発行〕枚方市立蹉跎生涯学習市民センター・蹉跎図書館 

９月１日は防災の日 日頃の備えの点検をしましょう 

警報発表時の施設利用等対応について 

・枚方市もしくは東部大阪全域あるいは大阪府に、特別警報の発表があった場合、枚方市域で震度６弱以上の  

    地震が発生した場合には、施設は閉館いたします。使用を中止して、速やかに退館をお願いします。 

・暴風警報の発表があった場合、施設の閉館は行いません。ただし、ロビーおよび各部屋等をご使用されてい  

    る方々につきましては、使用をできる限り自粛し、ご退館いただきますようお願いします。 

・特別警報または暴風警報発表日から解除日までにおいて、これらを理由に部屋の使用を中止した場合、使用  

    料を還付(免除)します。 

・使用中に警報の発表があり、中止された場合、使用料は還付します。ただし、暴風警報発表時に引き続き使  

    用された場合、使用料は還付しません。 

    詳細につきましては、さだ生涯学習市民センターまで、お気軽にお問合せください。 

防災マップなどで洪水のおそれのある河川や、急傾斜地で水害や土砂災害の 

おそれがある場所、近くの避難所を確認しておきましょう。 

●水害に備え、側溝や排水溝の掃除をして水の流れを良くする。 

●植木鉢など風で飛ばされそうな物は家の中へ。 

●屋根、堀、壁などの点検、補強も台風がくる前に。 

●非常用品の備蓄は非常用袋ですぐに持ち出せるよう準備しておく。 
※懐中電灯、ろうそく、マッチ、ライター、携帯ラジオ、予備の乾電池、救急薬品、 

軍手、衣料、貴重品、水、非常食、携帯ボンベ式コンロなど。 

●健康や衛生管理に必要な物も備えておく。 

※マスク、消毒液、ウェットティッシュ、服用中の薬、体温計など。 

●電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、普段から飲料水や保存 

のきく食品を備蓄しておく。 

台風の起こりやすい季節です。台風は事前に備えができる災害ですが、今年はこれまでの備えに加えて、

新型コロナウィルス感染症を踏まえた備えを考える必要もあります。 

日頃の備えを点検する機会を作り、危険から身を守りましょう。 

 【 お家でできる点検・準備 】 

【最新の情報を入手】 
緊急速報メール、市ホームページ（https://city.hirakata.osaka.jp/）、市公式ライン（ID：hirakata_city）、 

FM ひらかた（77.9MHz）、おおさか防災メールも活用しましょう。また日本気象協会（tenki.jp）では 

最新の台風情報を入手することができます。  

★家族で緊急連絡手段とその方法を話し合っておきましょう。また、もしもの事態には落ち合う場所 

等を決めておくと良いですね。 

 

https://city.hirakata.osaka.jp/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 *** Sada Information *** 

「長年撮り溜めたスナップ写真をプリントしてみました。多くの方々に見て頂け

れば、写真大好き人間としては大変嬉しく思います。」 By takiguchi 

 

２階のベランダで栽培したゴ

ーヤのグリーンカーテンに、た

くさん青々と実りました。 

収穫したゴーヤをスタッフが

調理しました。 

さだ生涯学習市民センターでは、新型コロナウイルス感染予防対策を講じたうえで、講座や
イベントを開催いたします。                                          
但し、状況次第では、延期・中止となる場合もございますので、予めご了承ください。 

10/3（土）①13：30～ ②15：30～ 
 

アロマで作る除菌スプレー 

場所：３階 第２集会室 参加費：1,000円  

講師：山本美穂氏（Orange Matricaria 主宰）  

対象：一般（中学生以上可、小学生は保護者同伴） 

申込：９/１(火) 10：00～窓口、電話にて受付  

（ご希望時間帯をお伝え下さい。） 

 

ハーブなどの芳香植物から抽出したアロマ（精油）について学び、抗菌作

用等がある７種類の精油から自由に選んで除菌スプレーを作りましょう。 

 

薄くスライスしたゴーヤを塩
でもみ、２分ほど茹で、水で冷
やし水気を取る。醤油とわさ
び、マヨネーズをよく混ぜて、
ゴーヤと鰹節であえれば出来
上がり。 (^^♪ 
是非、お試しください。 

 

センター２階のアート・スペースは、創作活動の発表の場として、当センターご利用の団体や、個人の方に無

料でご利用いただけます。絵画・手芸・工芸等の作品展示にご活用ください。詳しくはセンターまで。 

滝口進写真展 “ お散歩カメラ ｢パリの街角,etc.｣  ” 

  

 

  アート・スペースのご案内 

 

ハロウィンランタンを作ろう！ 
ペーパークラフトとＬＥＤキャンドルを 

使ってハロウィンデザイン 

のランタンを作ります。 

10/18(日) 
①13：30～ ②15：00～ 

場 所 ：3階 ホール 

参 加費 ：300円 

持 ち物 ：ハサミ、スティックのり 

対 象 ：小学生まで(就学前児は保護者同伴) 

申 込 ：9/14(月)10：00～窓口、電話にて 

 

ゴーヤのわさび醤油和え 

センター２階のアート・スペースは、創作活動の発表の場として、 

当センターご利用の団体や、個人の方に無料でご利用いただけます。 

絵画・手芸・工芸等の作品展示にご活用ください。詳しくはセンターまで。 

日時：10月 2日(金)～10月 15(木) ※最終日は 17:00まで 
 

ハーブティー付♪ 

写真はイメージです 

～自然の香りを暮らしに取り入れませんか～ 

 

グリーンカーテンに実った 

ゴーヤを収穫しました 

■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 



 

 

  

  

 

 さだ図書館からのお知らせ 

 

                                                          

 
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まで、お気軽にお 

問合せください。 

 

■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  

 
 

 日本語・多文化共生教室「よみかき」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。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・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  

 

さだ生涯学習市民センターのよみかき教室は、新型コロナ

ウイルス感染症対策を実施し、勉強を行っています。 

例年好評の 

寄せ植え講座より 

10 月に予定しておりました Salon de SADA Concert は、延期となりました。 
日程が決まりましたら、改めてご案内いたします。 

 8月 25日（火）よりティーンズ機関紙「Highjunior Sada☆Maki」リニューアル記念として、 

「みんなで読もう！ティーンズ向け図書」を開催。 

「ティーンズ」とは「10代の少年少女」のこと。似たような意味のことばに 

「ヤングアダルト（直訳すれば「若い大人」、おおむね中高生を指す）」があります。 

こども向けの本では物足りない、でも大人向けの本にはまだ尻込みして 

しまうというお年頃の人におすすめの本を集めたさだ図書館ティーンズ 

コーナーからさらに厳選した本を中心に展示。 

もちろん興味のある方なら小学生でも大人でも読んでいただけます。 

期間は 9月 27日（日）まで。 

特集コーナーの予定 

「蹉跎だより」6月号でもお知らせしましたが、現在さだ 

図書館では成人向けコーナーにピクトグラム（絵文字）付き

見出しの導入を進めています。日本の小説のコーナーでは「F」

をかたどったピクトグラム付きにすることで、OPAC（図書検

索機）で見たときの請求記号「F○○」を連想させやすくしま

した。さだ図書館ではこれからも利用者の皆様にとってより

良い図書館作りを目指してまいります。 
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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 

日曜・祝日           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/ 

 
@3133sada @sadagakusyu 

こどもむけ   

「むかしむかしあるところに……」 
 

一般向け 

「比べて面白い！ お国ことば」 

ほんとうにあったのかなかったのかわからないけれど、

むかしから今
いま

になるまでずっと伝
つた

えられているお話
はなし

に

は、物語
ものがたり

の面白
おもしろ

さがぎゅっとつまっている。みんなが

知
し

っているむかしばなしから、その土地
と ち

にだけ 

あるお話
はなし

、外国
がいこく

のおはなしまで集
あつ

めました！ 

お気
き

に入
い

りのむかしむかしのおはなしを見
み

つけよう！ 

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。 

 

お国ことば、方言といえば、私たちになじみ深い 

のはもちろん関西弁。けれどひとたび地域や県をまた

げば、似ていてもイントネーションが少し違ったり、

同じ日本語のはずなのに、まったくちがうことばに聞

こえるときもあります。これもひとつの異文化と考え

ると、とっても面白い。さまざまなジャンルからお国

ことばを用いている本を集めましたので、ぜひ比べて

みてください。ふだん使っている言葉に、新しい発見

があるかもしれません。 

 

加藤休ミ 作／絵 福音館書店 

2020 年６月 請求記号 ｴﾎﾝ ｶﾄ 

 

うどん粉をこねる、あ、べとべとが、ゆびのあいだ 

からニュッ、足でふみふみ、そしてひと休み。 

読み手はすでに、いっしょにうどんを作ってる。 

休めている粉の袋に顔をらくがき、 

型抜きで好きなカタチのうどんを作っちゃう。 

やるよね、やるやる、子どもなら（大人だって）。 

そんな、楽しくってしかたない感じが 

あふれてる一冊。 

ステイホームの今、 

あなたもうどん作りに 

チャレンジしませんか。 

詳しいレシピ付きっ！ 

            isuAisu 

 

定員は 

2 分の 1 に 

なります。 

「うどんできた！」 

としょかんおはなしかい（小学生向け） 

5・12・19・26(土) 15:00～15:30 

おはなしいっぱいおはなしかい（乳幼児向け） 

2･16(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

9 月はお休みします 

おはなしなーじょのおはなしかい 

27(日) 11:00～11:30 

としょかんおやすみ 

28 (月） 
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