
 

  

他の生涯学習市民センターでの利用者懇談会の日程について 

  楠葉生涯学習市民センター   12月  8日 10:00～  

  サンプラザ生涯学習市民センター   12月  7日 10:00～ 

  御殿山生涯学習美術センター   12月  8日 15:00～ 

  牧野生涯学習市民センター・牧野北   12月 10日 10:00～ 

  津田生涯学習市民センター   12月  7日 15:00～ 

  菅原生涯学習市民センター   12月 10日 13:00～ 

  南部生涯学習市民センター    12月  9日 10:00～ 
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〔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 

 
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。 

参加いただける方を募集しています。 

お手伝いただける方は、センター窓口、お電話でお申込み下さい。 

 

11/19(木)  

14：00～ ※雨天中止 

 【集合場所】センター2 階窓口前 

【持ち物】軍手 

さだ生涯学習市民センターでは、施設利用についての説明や意見交換などを行うため、

利用者懇談会を開催します。 

【日 時】  12月 9日（水）午後 3時 ～ 

【場 所】  さだ生涯学習市民センター 3階ホール 

【案 件】     ① 使用者ＩＤ番号の更新手続きについて 

                             ② 団体ロッカーの申し込みについて 

                             ③ 生涯学習市民センターの運営について 

                             ④ その他 

【問合せ】     さだ生涯学習市民センター 

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

 

 

 

  

※手話通訳を希望される方は、 

懇談会の１週間前までに、 

さだ生涯学習市民センターに、 

お申し込みください。 

 

 

 

利用者懇談会のお知らせ 

 

センター周辺大掃除 



 

  

 

 *** Sada Information *** 
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。 

 声を研いて『自分』を磨く 

声に自信が持てない方にメンタル面からも 

アプローチ！発声の基本から心を掴む 

会話力まで身に付け、 

人生そのものを輝かせましょう♥ 

【 場 所 】3階第 2集会室 

【参加費】1,000円(1回) 

2,700円(3回) 

【 講 師 】松尾明子氏 

【 申 込 】11/1(日)10：00～ 

     窓口、電話にて 

11/21(土)･28(土)･12/12(土) 

全 3回 各回 10:30～12:00 

 

ペーパーアート ワークショップ 
 ポインセチアを作ってみよう！ 

 12/13(日)10:30～ 
【場 所】2階 第 1集会室 

【参加費】800円 

【対 象】一般(小学生高学年以上可) 

【持ち物】はさみ 

【申 込】11/15(日)10:00～ 窓口、電話にて 

サンサン人形劇場 

【出 演】人形劇団 いれぶん  

【場 所】 3階 ホール 

【入場料】 無料 

【定 員】最大 60名 

【申 込】 11月 1日(日)10：00～  
                         電話にてお申込みください。 

【演 目】「ともだちほしいな おおかみくん」ほか 

 

 

毎週火・金曜日 10:00～12:00(祝日は休講)  参加は無料です。 

 

ペーパークラフトで作成したポインセチア 

や、装飾をフレームヘあしらい、立体的な 

アート作品を作ります。 

  12/6(日)13：30～ 

 ■お申込み・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 

  

８/15～９/14の期間中、センター・図書館をご利用の皆さまに「利用者アンケート」を実施いたしました。 

たくさんのご利用者さまからご回答をいただきありがとうございました。皆さまからいただきましたご意見・

ご要望は、今後の運営にいかしてまいりたいと思います。集計結果を、１階の掲示板・ホームページにて掲載

しています。どうぞご参照下さい。  

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。 



 

  

                                                          

 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  

  

 

冬の寄せ植え 
12/5(土) 

【場 所】3階 第 2集会室 

【参加費】2,000円 

【持ち物】エプロン・軍手・スコップ 

【申 込】11/10(火)10：00～ 窓口、電話にて 

あら!?不思議 

くるっと変わる 

  “折り紙万華鏡”を作ろう！ 

12/19(土)13:00～15：00 
不思議で楽しい“折り紙万華鏡”。 

動かして遊んだり、飾りとしても使えるよ♪  

【場 所】3階 ホール 

【参加費】200円 

【対 象】小学生以上 

【講 師】時 恭子 

(日本折り紙協会公認講師) 

【申 込】12/1(火)10：00～ 窓口、電話にて 

簡単で華やか、冬の人気の

花材を使った寄せ植え作り

を一緒に楽しみましょう。 

 

さだ図書館からのお知らせ 

【第 1部】13:00～14：00 

【第 2部】14:30～15：30 

さだ図書館の児童コーナーに、ポプラディアネットが設置されました。ポプ

ラディアネットとはインターネット版の百科事典で、百科事典の他にも楽しく

役立つ情報がいっぱいです。ポプラディアネットの 

内容は随時追加・更新されているので、常に新しい情報を 

知ることができます。児童に限らずどなたでも 

お使いいただくことができますので、ぜひ使ってみて下さい。 

※ご利用には図書館の貸し出しカードが必要です。 

 

 第 7回地域歴史講座 
     毎回たいへん好評の地域歴史講座。 

今回のテーマは本能寺の変における明智光秀の動向や 

筒井順慶との関係性、「洞ヶ峠の日和見」についてです。 

【日時】11月 27日（金）14：00～15：30 

【会場】さだ生涯学習市民センター 3階 第 5集会室 

【講師】片山正彦氏（市立枚方宿鍵屋資料館学芸員） 

【定員】20名   【参加費】無料 

【申込】11月 1日（日）10：00～総合窓口 

（10：30～電話可） 

【電話】050-7102‐3117 

館内では 10月 27日（火）～11月 30日（月） 

 関連の特集コーナーを開設予定です。 

 こちらもぜひご覧ください！ 

 ↑現在の洞ヶ峠付近の様子 
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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 

としょかんおはなしかい（小学生向け） 

7・14・21・28（土）  15:00～15:30 

 ☆7日は「おはなしかいスペシャル」です 

   おたのしみに！ 

おはなしいっぱいおはなしかい（乳幼児向け） 

4･18（水） 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

5（木）・20（金） 10:00～12:30 

おはなしなーじょのおはなしかい 

22(日) 11:00～11:30 

 

新型コロナウィ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。 

 

展 示 本 

一般向け  珈琲でのんびりと 

秋の夜長、珈琲（コーヒー）の本を読んで、 

のんびり・ゆっくり、心と体を休めてみませんか。 

珈琲が出てくる小説や物語、珈琲に 

関係のある本を色々集めてみました。 

ぜひ、ご覧ください。 

 

 
こどもむけ   ポカポカおふろ 

あったかおふろ 
 少
すこ

し肌寒
はだざむ

くなってきましたね。 

ポカポカのおふろにゆっくりつかって、 

体
からだ

をあたためてぐっすり 

眠
ねむ

りたいですね。 

おふろが出
で

てくる絵本
え ほ ん

や物語
ものがたり

をたくさん 

集
あつ

めました。 

展示期間：10月 27日（火）～11月 22日（日） 

図書館員おすすめの一冊 

「幸福な王子」 
オスカー・ワイルド 

新潮社 

 

イギリスの作家オスカー・ワイルドの 

童話短編集です。絵本でも有名な 

「幸福な王子」や「わがままな大男」、 

また私のお気に入りの「ナイチンゲール 

とばらの花」などが収録されています。 

「ナイチンゲールとばらの花」は、 

私の人生のバイブルと言っても過言ではありません。 

ナイチンゲールという名の鳥の、 

見返りを求めない愛の美しさに心打たれます。 

短編集はどれも幻想的で美しく、ちょっぴり切ない 

お話で、読むとやさしい気持ちになれます。 

 

太郎  
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