
さだ生涯学習市民センターの運営について 

●８月２日（月）から８月３１日（火）まで、大阪府への「緊急事態宣言」が発出されたため、８月２日（月）から

８月３１日（火）まで、各諸室の利用は、定員の概ね２分の１以内の利用とし、開館時間は、午前９時から

午後８時まで（イベント利用時は午後９時まで）となります（日曜日・祝日は午後５時まで）。 

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。 

●施設内の食事について 

ロビー及び各諸室での食事は控えてください。また、施設内での飲酒は禁止します。 

●印刷室のご利用について 

ご利用にあたっては、1 団体ごとの入室としていただき、複数団体の入室は認めません。 

また、チェックシートの記入をお願いします。 
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 花御膳 
北中振３丁目１８-１４ 

☎072-831-8741 

�10 時～18 時 ㊡日曜 

 

 

Flower shop 

花いちもんめ 
 

北中振３丁目２１-１３ 

☎072-832-7487 

�平日９時半～18 時半 

土日祝９時半～18 時 ㊡木 

https://hana1monme.com 

 

 

季節のお花でセンスよく彩られた 

お店は、ずっと居たくなる雰囲気。 

お花の知識やお手入れ方法を丁寧 

にアドバイスいただけます。 

枚方市内は配送無料。 

 

各種お祝いや季節の行事ごとに、 

気軽に相談にのっていただけます。 

情報豊富なＨＰも必見！ 

枚 方 ・ 寝 屋 川 ・ 交 野 市 内 は 、

￥3,300 以上ご購入で配送無料。 

※営業時間、休日は 2021 年７月現在のデータです。 

諸事情で営業時間や休日が変更になる場合があります。 

電話でお問い合わせた上でのお出掛けをおすすめします。 

 

 
 

 

 

 
夏のお花といえば…

ひまわりやリンドウ、

トルコキキョウ etc 

暑い毎日も、みずみずしいお花が１輪あると涼やか♪♬ 
光善寺周辺のお花屋さんをご紹介します。 
発表会や親睦会での装飾やギフトにも 
お役立てください。 

★ 8 月の休館日は 8月 23 日(月)です ★ 



 
  

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症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。） 

・9/17(金)「みつろうエコラップを作ろう・知ろう」洗って繰り返し使うことができる“エコラップ”作り。 

・9/19(日)「植物との対話ボタニカルアート体験」植物の細部を見つめ描きながら植物の生命力を感じましょう。 

・9/23(木)「さだ科学工作教室 ホバークラフトを作ろう！」ホーバークラフトを作りながら電気の仕組みを学びます。 

・10/3(日)、10/17(日)、10/31(日) 「初心者のための写真の撮り方教室」写真の上手な撮り方をレクチャー。 

   ※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 

ウィズコロナ時代の 

人形劇団 もんぺ座 

9/12(日) 13：30～ 

3 階 ホール  

申込み：８月 3 日（火）10：00 よりセンター窓口、電話にて ※先着 50 名 

 

演目：「おおかみと三びきのこぶた」 

音楽人形劇「うたのおもちゃばこ」 

出 演 

入場無料 

ご存じですか？「熱中症警戒アラート」 

賢い家計運営術 

8/21(土)10：30～11：45 

場 所： ３階 第２集会室 

講 師： 八束和音 

        (大阪府金融広報委員会 金融広報アドバイザー) 

            

     
申込み： 8 月 1 日(日)10：00 より電話、窓口にて 
 
アドバイザーと一緒に見直すべき支出や、 

赤字を避けるための工夫について学びましょう。 

7 月中に立派な

グリーンカーテン

になりました。 

日射しを和らげ、

2 階ロビーを涼し

くしてくれていま

す。 

昨年よりもたくさん

のゴーヤの実が出来

ました。 

夏の映画鑑賞会 

(土)10:00～12:00 
『秘密の花園』 

さだ生涯学習市民センター 
３階 ホール 

 
対 象：小学生以上（未就学児は保護者同伴） 

申込み：8 月 2 日(月)10:00 より 

センター窓口・図書館・電話にて受付 

 

今年の４月から、全国で「熱中症警戒アラート」が始まりました。 

熱中症の危険が高いと予測された際に、危険な暑さへの注意を 

呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための情報で、 

前日夕方や当日朝に発表されます。熱中症予防行動として、 

・不要不急の外出は避け、昼夜を問わずエアコン等を使用する。 

・エアコン等が設置されていない屋内外での運動は、原則中止または延期する。 

・のどが渇く前にこまめに水分補給する 

など、普段以上の熱中症予防を実践しましょう。 

環境省の「熱中症予防サイト」 

 http://www.wbgt.env.go.jp/  

もご利用ください。 

 

 

暑さ指数に応じた熱中症予防指針 

 

■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 

フランシス・Ｆ・コッポラ製作総指揮、永遠に 
語り継がれる珠玉の名作をお楽しみください。 

 



 

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 

 

 
■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 

■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 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。 

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。 

毎週火・金曜日 10:00～12:00(祝日は休講) 参加は無料です。 

 
７月は学習者さんと一緒に 
七夕の飾り付けをしました。 

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。 

 

 

ひらかた電子図書館 スタート!! 
7 月 1 日からスマホやパソコンで本が読める、ひらかた電子図書館がスタートしました。 

枚方市に住んでいるか、通勤・通学をしている人で、枚方市立図書館の貸出カード 

をお持ちでしたら、どなたでもご利用いただけます。 

詳しくは枚方市のホームページ「ひらかた電子図書館」をご覧ください。 

https://www.d-library.jp/hirakata/g0101/top/ 

2021 年 3 月に開催した折り紙講座より 

今年も計画中です！ 

日時 ： ８月 21 日（土）10:00～11:00 

場所 ： 図書館 集会室 

対象 : 幼児～小学生（未就学児は保護者同伴） 

定員 ： 当日受付先着 8 名（30 分前から受付） 

※保護者及びきょうだいを含む 

ペットボトルと風船を使って空気砲を作ります。 

出来上がった空気砲で的あてゲームをします♪ 

ペットボトルで空気砲
く う き ほ う

 
 

 

 

里親制度について、多くの方に知ってい

ただくために枚方市立図書館での巡回展

示を行っています。 

関連本のほか、リーフレットも用意して

います。この機会に、ぜひお立ち寄りくだ

さい。 

 

期間：8 月 1日(日)～8月 27 日(金) 

場所：さだ図書館 

里親制度巡回パネル展 
 

8 月のイベント 
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〒573-0064     枚方市北中振 3-27-10 

＜電話＞    センター ： 050-7102-3133 

図書館 ： 050-7102-3117 

＜ＦＡＸ＞    センター ： 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-Mail＞     info-sada@hirakata-sg.jp 

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

 
@3133sada @sadagakusyu 

展示期間：7 月 26 日～8 月 21 日まで 

一般向け おいしいお酒 

こどもむけ いくつのえほん + 2020 年に出たこどもの本 

小冊子「いくつのえほん」で紹介された未就学児

向けの絵本と、昨年出た子どもの本の 

なかからおすすめを集めました。 

お子さんとごいっしょに、いろいろ 

読んでみてください。 

ビール、日本酒、カクテル、ウィスキー、 

焼酎、梅酒、ワイン etc…。 

あなたはどんなお酒がお好きですか？ 

いろいろなお酒やお酒に合うおつまみレシピ

など、お酒に関係のある本を集めました。 

 

８月のおはなしかい 

おはなしかい（小学生向け） 

7・14・28 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） 

4・18 日(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

5 日（木）・20 日(金) 10:00～12:30 

ふれあいルーム 月ノヒカリ 

25 日（水）10:00～12:30 

おはなしなーじょのおはなしかい 

22 日(日) 11:00～11:30 

夏のおたのしみ会（おはなしかいと工作） 

21 日（土）10:00～11:00 

としょかんおやすみ 

23 日(月) 

 

『カミキィの季節のおりがみ』 

     カミキィ／著 日本文芸社 2018 年発行 

図書館員おすすめの一冊 

 ８月のリースを 

おってみました。 

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 

とにかくかわいいおりがみの本です。 

わたしのレベルは鶴を折れるぐらいですが 

時間をかければいつか仕上がることがわかりま

した。思っているよりむずかしかったり案外かん

たんにできたりとゆったりとした楽しい時間をす

ごせます。 

驚きはひっくり返して完成する作品を作った時

です。こうなるのかとびっくりできます。 

〈大熊猫〉


