
 

  

蹉跎 
さ    だ 

だより 
202１年 5 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 

 

 

 

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。 

大阪府に「緊急事態宣言」が発出されたことに伴い、さだ生涯学習市民センターの各諸室、ロビ

ー、湯沸かし室等の利用を中止とさせていただきます。また、さだ生涯学習市民センターで開催

される事業（イベント）もあわせて中止または延期します。 

利用中止期間において既に使用料をお支払いいただいている利用者のみなさまには、全額還付さ

せていただきます。 

なお、利用中止期間中も窓口や電話対応は行っておりますが、開館時間は午前 9時から午後 8時

までとさせていただきます。（日曜日・祝日は通常どおり午後 5時まで。） 

利用者のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

1．施設利用及び事業（イベント）中止期間 

令和 3年 4月 26日（月）から令和 3年 5月 11日（火）まで 

なお、状況の推移により期間は延長する場合がございます。 

 

2．利用中止期間における窓口及び電話対応時間について 

午前 9時から午後 8時まで（日曜日・祝日は通常通り午後 5時まで） 

 

3．印刷室のご利用について 

印刷室は引き続きご利用いただけます。 

ただし、ご利用にあたっては、1団体につき 2名までの入室としていただき、複数団体の

入室は認めません。 

 

4．使用料の還付について 

「緊急事態宣言」の発出による利用中止及び、新型コロナウイルスを理由とした利用中止

については、全額還付いたします。 

※還付手続きについては、できる限り大阪府における外出自粛要請が解除された後にお願

いします。その際は、センター使用許可書（兼領収書）を窓口にご持参ください。 

さだ生涯学習市民センターの施設利用中止について 

★ 5 月の休館日は 5 月 24 日(月)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 

印刷用紙料金について さだ活動委員会からのお知らせ 
さだ生涯学習市民センターでは、市民ボランティア 

とセンタースタッフで構成する「活動 

委員会」が主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 

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。 

                                     

 

 

*** Sada Information *** 

■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 

初夏の寄せ植え 

あなたにとって本とは？ 

現役の本屋さんが、本や仕事にまつわるエピソードを語ります。 

講  師：坂上 友紀（さかうえ ゆき） 
                    本は人生のおやつです！！店主  

場 所：3階 第 2集会室 

：無料 

 

6 月 26 日(土)
開催予定 

涼しげな観葉植物を使った
寄せ植えを作りましょう 
※詳 し く は 来月号 に て    
ご案内します 

印刷用紙の料金は、昨年同様です。 

なお、印刷用紙の販売は１団体あたり１週間で 

２〆（1,000枚）までとしております。 

（用紙のみの販売はしておりません。） 

※ご利用にあたっては、新型コロナウィルス感染拡大

防止のため、三密を避け、なるべく少人数でのご利

用をお願いいたします。 

 

耳つぼを知って 
スッキリ！ 

 体質改善♡ 
耳つぼジュエリー体験でおしゃれ
に免疫力をアップしませんか♪ 

 

品名 単位枚数 
令和 3年度 

売却代金（円） 

再生紙 （Ａ４） 100 80 

再生紙 （Ａ４） 500 380 

再生紙 （B４） 100 120 

再生紙 （B４） 500 570 

再生紙 （Ａ３） 100 150 

再生紙 （Ａ３） 500 750 

一体型印刷機マスター 1 30 

 

 

植物学の発展から生まれたボタニカルアート。植物の細部

を見つめ描きながら植物の持つ生命力を感じましょう。 

植物との対話 

ボタニカル 

アート体験 
延 期 

 今後実施予定の講座（諸事情により、変更する場合があります。） 

・6/19(土)「手形アートで作るサマーカレンダー さだサタディ～子どもと一緒に～」親子でオリジナルカレンダーづくり。 

・6/20(日)「英語で楽しくあそぼう」外国人講師のネイティブな英語で楽しく遊びます。 

・6/23(水)「金融トラブルに巻き込まれないために ～特殊詐欺の手口と対策～」巧妙化する特殊詐欺の対策を学びます。 

   ※詳しくは次号のさだだより、館内チラシ・ポスター、ホームページなどでご案内いたします。 

延 期 

 

  

延 期 



 

  
第 14回 さだ若葉まつり 開催中止のお知らせ 

さだ図書館からのお知らせ 

■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 

■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」(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。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。 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、2021年「第 14回 

さだ若葉まつり」の開催を中止することを決定いたしました。 

開催を楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解いただ

きますようお願い申し上げます。 

第 14回さだ若葉まつり実行委員会 

↑以前実施したお楽しみ 

 会の様子 

 

ひらいてびっくり！しかけえほんの世界 

飛び出す、そっと引っ張る

と動くなど、様々なしかけ

がある『しかけ絵本』が勢ぞ

ろい！ 

見て、さわって、おどろい

て、『しかけ絵本』の世界を

お楽しみください。 

【日時】5月 22日（土） 

～6月 2日（水） 

 平日・土 9時～21時 

日・祝  9時～17時 

【場所】 さだ図書館 集会室 

【対象】 どなたでも 

 

※ポップアップカードが簡単に作

れるキットをプレゼントします。 

(なくなり次第終了) 

 

初心者向けくずし字講座 

～神君伊賀越えと枚方～ 

【日時】 6月４日・１１日・１８日・２５日 

        毎週金曜日 午後 2時～3時 30分 

【場所】 さだ生涯学習市民センター 

             3F 第 5集会室 

【対象】 4回連続で参加できる方 

【定員】 先着 10名 

【申込】 5月 1日（土） 

 午前 10時から図書館カウンター 

             午前 10時 30分から電話可 

【電話】 050-7102-3117 

※前回の様子です 

本能寺の変を聞き、徳川家康が堺

から伊賀国を経由して三河国へ帰還

した「神君伊賀越え」。その中で、枚

方を含めた河内国について書かれた

資料『譜牒余録（ふちょうよろく）』

を講読します。 
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〒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 

一般向け   【一族】 

こどもむけ     【かぞくのおはなし】 

 【一族】 同じ血筋。同じ氏族の者。同族。 

「―郎党」「―経営」 

（岩波 国語辞典 第八版 から） 

 「～族」ってどんな本があるだろう？ 

そんな興味から一族にまつわる 

一族な本を集めてみました。 

５月
ごがつ

５日
いつか

のこどもの日
ひ

から始
はじ

まり、母
はは

の日
ひ

、父
ちち

の日
ひ

と

しばらく家族
か ぞ く

に関
かん

する行事
ぎ ょ う じ

が続
つづ

きますね。 

そこで家族
か ぞ く

に関
かん

する本
ほん

を集
あつ

めました。 

いろいろな家族
か ぞ く

の本
ほん

を読
よ

んでみてね。 

５月のおはなしかい 

『クラスメイツ』（前期・後期） 

   

森 絵都／著 偕成社 2014年発行 

新しい教科書に執拗に開き癖をつけていた友達

を思い出す、きまってこの季節に。このころはくす

ぐったい気分にかられる（花粉症もあってか？）。 

中学 1年生の始まりは、なかでも特別、と誰もが思

い返すんじゃないだろうか。 

もう小学生じゃない、子どもじゃない、でも大人

にはほど遠い。おとなこどもたちがヒリヒリしなが

ら手探りしていく、自分ってなんなのか。自分が思

う自分と人が感じる自分は違っていて、そこが悩み

どころ。 

それぞれの目線を交錯させながら描く１年Ａ組

24人の物語、この子どんな子って気になってどんど

ん読んでしまう。中学 1年の１年間を追体験したみ

たい（ついこの間だったんですけど・・?!）。 

                         isuAisu 

図書館員おすすめの一冊 

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。 

 

おはなしかい（小学生向け） 

15・22・29 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） 

19 日(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

21 日(金) 10:00～12:30 

ふれあいルーム 月ノヒカリ 

12 日（水）10:00～12:30 

おはなしなーじょのおはなしかい 

23 日(日) 11:00～11:30 

としょかんおやすみ 

24 日(月) 

展 示 本 

展示期間：4月 27日～5月 23日まで 
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