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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 

だより 蹉跎 
さ    だ 

★ 7 月の休館日は 7 月 26 日(月)です ★ 

さだ生涯学習市民センター 利用再開のお知らせ 

6月 21日（月）から一定の制限を設けた上で、諸室・ロビーの利用を再開しています。 

「まん延防止等重点措置」期間である 6月 21日（月）から 7月 11 日（日）までの開館 
時間は、午前 9時から午後 8時までとなっています。（日曜日・祝日は午後 5時まで） 
午後 8時で閉館していますが、閉館時間変更に伴う還付はございませんので、上記期間 
中の夜間区分をご利用される場合はご注意いただきますよう、お願い申し上げます。 
但し、イベント利用の場合のみ、午後 9時まで利用可能です。 

●印刷室のご利用について 
 1団体で少人数でのご利用とさせていただいております。 
 複数団体の入室はお断りしていますので、お待ちいただく場合がございます。 
 また、チェックシートの記入をお願いしています。 

●使用料の還付について 
 「まん延防止等重点措置」に伴う利用中止及び、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。 

さだ図書館からのお知らせ 

緊急事態宣言の解除及びまん延防止地域の指定に伴い、枚方市立図書館では、6月 21日 
（月）以降は入館時間の制限を解除し通常通り運営しております。 

●対象期間 
 令和 3年 6月 21 日（月）から 7月 11日（日）まで 
 なお、状況の推移により期間等は変更する場合がございます。 

●対象期間中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） 

●その他 
 入館時間に制限はございません。 
 閲覧室のイスは、数量や配置について変更する場合がございます。 
 新聞・新刊雑誌の閲覧、OPAC、インターネット端末、ポプラディアネット端末は通常  
 通りご利用いただけます。 
 おはなし会・催しは、感染症対策を行いながら実施します。 
 さだ Learning Room は席数を 16席に制限して間隔をあけるなど対策を行いながらご利 
 用いただけます。 



 

  

 

 

 

 

 

■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 *** 

 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。） 

・8/21(土)「ウィズコロナ時代の賢い家計運営術」アドバイザーから上手な家計管理や、賢い節約方法などを学びます。 

・8/28(土)「夏の映画鑑賞会」秘密の花園（1993 年版）親子で楽しめる映画の鑑賞会を実施します。 

   ※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。 

 

グリーンカーテン 
のようす 

で作る 

サマーカレンダー
        ～さだサタディ・子どもと一緒に～ 

 

本は 
人生の〇〇です！！ 

 

備品の新調、館内の修繕をおこないました！ 

場 所： ３階 第２集会室 

講 師： 坂上友紀 

        (本は人生のおやつです！！店主) 

            

7／22(木・祝)13：00～14：30 

申 込： 7/1（木）10：00 から電話、窓口にて 
        

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 

 を話します。                     

7／17(土) 

７月に施設にて環境に関する以下の取り組みが行われます。 

  日時：7/20(火)10:30～12:00 ※詳しくは各お問合せ先へご連絡ください。 

 ・スプレー缶や水銀製品などの出張回収 品目はカセットボンベ・スプレー缶、水銀を使用した体温計・血圧計・温度計  

     お問合せ：減量業務室 電話 072-849-5374 ファクス 072-848-1821 

 ・石けんキャンペーン＆食用油の廃油回収 対象は家庭用食用油、容器は持ち帰り。 

  お問合せ：石けんを使いましょう枚方市民の会（消費生活センター内）電話・ファクス 072-844-2433 

 

６月中にぐんぐんと成長し日
射しを遮るまでになりまし
た。もうすぐゴーヤの実もな
り始めると思います。 

和室の壁紙、襖の
張り替えをおこ
ない、傷んでいた
机を一部新調し
ました。ご利用を
お待ちしていま
す。 

料理室の備品として、

カレー皿や大皿、鍋な

どを新たに購入しまし

たのでご活用下さい。 

 新型コロナウイルス感染 

状況を鑑み、安全を考慮 

して中止いたします。 

楽しみにしてくださっていた 

方には、心よりお詫び申し上

げます。 

今後予定が決まりましたら、 

次号以降にお知らせいたし

ます。 



さだ図書館からのお知らせ 
 

 

 

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。 

 

 
■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 

毎週火・金曜日 10:00～12:00(祝日は休講) 参加は無料です。  

 

さだ活動委員会からのお知らせ 

■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 

6/22(火)から教室を再開

し、新型コロナウイルス

感染症対策を実施しなが

ら学習を行っています。 

～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、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。 

 

７月前半は、「高校生直木賞」。全国の高校生が、１

年間で直木賞にノミネートされた作品の中から自

分たちの直木賞を選ぶというものです。 

選考結果は、全国から集まった 

高校生の活発な論戦の賜物。 

いままでのノミネート作品 

及び受賞作品を集めます。 

新型コロウィルス感染拡大防止のため、イベントは中止、 

あるいは延期になる可能性があります。 

 

子どものための図書館活用術 

こわいはなしのおはなしかい 

このコーナーでは、イベントや追悼などその時期にあっ

たテーマの資料を展示しています。雑誌棚の横で展示し

ています。もちろん貸出できます！ 

特集展示コーナー 

７月下旬からは、「本で巡る、世界一周の旅」と題し、

各国のさまざまな文化、観光、スポーツに関連 

した本を集めます。 

あまり出かけられない昨今ですが、いつか夢みた旅 

行へいくとき、もっと楽しくなるように、本の中か 

ら旅行をはじめてみませんか？ 

2021 年 3 月に開催した折り紙講座より 

図書館の本を使い、一緒に調べながら百科事典

の引き方や図書館の本棚のルール、調べた結果

のまとめ方を学びます。簡単な実験もするよ！ 

7月 27日（火） 10:00～12:00 

場所 さだラーニングルーム 

対象 小学校 4～6年生 

定員 8名 

申込 7月 1日（木） 

10:00 より 1階総合窓口にて 

（10:30 より電話可） 

 

夏は図書館できもだめし。今年もやります！ 

   7月 31日（土） 15:00～15:30 

   図書館 集会室にて 

   当日先着 10名 
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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 

 
     枚方市北中振 3-27-10 

＜電話＞     ： 050-7102-3133 

図書館 ： 050-7102-3117 

     ： 072-831-5337 

図書館 ： 072-834-3901 

 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-Mail＞     info-sada@hirakata-sg.jp 

＜ＵＲＬ＞     https://sada.hirakata-sg.jp/ 

 
@3133sada @sadagakusyu 

展示期間：6月 2９日～7月 2５日まで 

一般向け 恋する豆の物語 

こどもむけ     かいじゅう 

 『怪獣
かいじゅう

』じゃないよ、『海獣
かいじゅう

』だよ。 

 うみにすむ“ほにゅうるい”のことだよ。 

すいぞくかんのにんきもののぼくたちのことを 

もっとしってほしいので、ほんをよんでみてね。 

 つぶ、と数えられる小者ながら、和洋中、 

健康に美容にと、その影響力 はかり知れず。 

 豆好き必見！ そうでない人にも、ちょっとした 

豆知識になること請け合いです。 

７月のおはなしかい 

おはなしかい（小学生向け） 

3・10・17・24 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） 

7・21 日(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

1 日（木）・16 日(金) 10:00～12:30 

ふれあいルーム 月ノヒカリ 

9 日（金）・28 日（水）10:00～12:30 

おはなしなーじょのおはなしかい 

25 日(日) 11:00～11:30 

としょかんおやすみ 

26 日(月) 

こわいはなしのおはなしかい 

3１日(土) 15:00～15:30 

 

『張り込み日記 渡部雄吉写真集』 

渡部 雄吉／著 ナナロク社 2014年発行 

 

昭和 33年に起きた殺人事件を追う、捜査一

課のベテラン刑事と若手刑事の二人組のリア

ルな写真集である。構成と文は乙一。発行は

2014年。 

モノクロで撮られた昭和の街並み、黒電話、

タバコの煙。ハンチングをかぶり、すらりと立つ

二人の刑事のいなせな姿と鋭い目つきが印象

的だ。本物の持つ迫力、写真家の技、構成力

が際立ち、近年ない硬派な 1冊となっている。 

 

            （ぷく子） 

 

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。 

 

展示本 
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