
 

  

202１年 12 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 

さ

蹉
だ

跎だより 

★ 12 月の休館日は 12 月 27 日(月)です ★ 

ID更新手続きのお知らせ 

★   12月 1日(水)から使用者 ID番号の更新手続きの受付を開始します。2022年 3月に 

  有効期 限が切れる団体は更新手続きをお願いいたします。 

    2022年 4月ご利用分のイベント予約を予定されている団体は、12月 20日(月)までに、 

       2022年 4月ご利用分の 2か月前抽選予約を予定されている団体は、1月 20日(木)まで 

      に、申請されることをおすすめします。 

利用者懇談会のお知らせ 

★ 日時：2022年 1月 13日(木)15:00～ 

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 

※新型コロナウイルス感染症対策の観点から、今年度の利用者懇談会は、申し込み制 

とさせていただきます。参加ご希望の団体の方は、電話または窓口までお問い合せ 

ください。（参加希望者多数の場合は、抽選とさせていただきます。） 

外壁工事のお知らせ 

★   12月 3日(金)～12月 11日(土)は、足場の解体作業を行います。解体時にカンカン 

      と金属音がしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

★申込期間★ 

2021 年 12 月 1日(水)～ 

   2022年 1月 6日(木) 

年末年始のお知らせ 

★   1月 4日(火)に、2月 9日(水)～15日(火)分の 6週間前予約を 9:30から窓口にて受付 

      いたします。インターネットでは 13:00 より受付いたします。 

★ 12月 29日(水)～1月 3日(月)は、生涯学習市民センター・  図書館ともに休館日です。 

  ※図書館の本の返却は返却ポストをご利用ください。 



 

  

 

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。） 

・1/30(日)「歴史を語る『源氏物語』」中宮定子と桐壺更衣の関係を中心に紐解きます。 

   ※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。 

 

Youtube「さだ・まきの文化創造プロジェクト公式チャンネル」 
 

アクセスは 
こちらから 

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！ 

12/18(土)10:30～ 
ペーパークラフトで作成したポインセチアを 

小物と組み合わせて、オリジナルフレームに 

仕上げましょう。 
写真はイメージです。 

【場 所】3階 第 2集会室 

【参加費】500円 

【対 象】一般(小学生高学年以上可) 

【持ち物】はさみ 

【申 込】12月 1日（水）10：00より窓口、電話にて 

➡ 

第 14回さだ若葉まつり 
 
2022年 5月 21日(土)・22日(日) 

時間：午前 10時～午後 4時予定
場所：さだ生涯学習市民センター 

＜参加申し込みについて＞ 
１月 5日（水）～1月 31日（月） 
さだ生涯学習市民センター窓口にて 
参加団体の申込受付を行います。 

※参加資格：原則として､さだ生涯学習市民センターで継続的に活動している団体とします。 

「さだ若葉まつり」は、さだ生涯学習市民センターで活動する参加団体で構成する｢さだ若葉まつり実行委員会｣と、 

さだ生涯学習市民センターとの共催で開催いたします。｢さだ若葉まつり｣を通して､活動団体や様々な世代の方々が 

交流する機会を持ち､周辺住民の方々が生涯学習市民センターに慣れ親しんでいただくことを目的としています。 

プレミアム付き商品券再販売のお知らせ  

 ～抽選申込みで当選されたみなさまへ～ 

10 月に開催し好評だった「大人の塗り絵講座」を受けて 

「大人の塗り絵～薔薇編～」をアップロードいたしました。 

 

是非ご覧いただき、チャンネル登録を 

よろしくお願いいたします。 

 

■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 

開設日時：12月 4日(土)～12月 10(金) 10:00～17:30 ※日曜日は 16:30 まで 

販売場所：さだ生涯学習市民センター 3階 第 4集会室 

プレミアム付き商品券の再販売の購入会場は、予約制ではありません。なお、午前中は混雑が予想されます
ので午後からの購入をお勧めいたします。ご協力よろしくお願いします。また、ご購入の支払いは現金のみ
のお取り扱いとなります。あらかじめご了承ください。 



 

  

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 

■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 

 

 
■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。  

 

～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下さい。 

 

 

 

冬のおたのしみかい 

本の福袋 

 

2022 年年明け、毎年恒例の本の福袋を開催予定で
す！ 
詳細は決まり次第館内ポスター・ホームページ・
ツイッターでお知らせいたします。お楽しみに♪ 

本と雑誌のリサイクル市 

11/7(日)にさだ図書館ラーニングルームで開
催された「本と雑誌のリサイクル市」は大盛況
となりました。開始からたくさんの方にご来場
いただき、さだ図書館で役目を終えた本たちも
今一度読まれると思うと感慨深いです。 

ご来場者の中にはご自宅からいらなくなった
本を持ってきてくださる方もおり、そちらはご
寄贈としてお受け取りしました。 
枚方市立図書館ではいつでも本のご寄贈を受

付していますので、ご自宅で眠っている本があ
れば、図書館へのご寄贈もご検討ください。（※
必ずしも図書館所蔵になるとは限りませんので
あらかじめご了承ください） 

イベント情報 

～おはなしかいと、ささやかなクリスマスプレゼント～ 

冬のスペシャルなおはなしかいです。おおきなえ
ほんをよんだり、いつものおはなしかいよりもり
だくさん！！かわいいプレゼントもごよういし
ています。としょかんもあちこちかわいくなって
いますよ。 

クリスマスきぶんを、ひとあしおさきに味わいに
きてくださいね。 

当日先着 15 名 ※お申込みは不要です。 

日程：12/18（土）15:00～15:30 

場所：さだ図書館集会室 

協力：さだ生涯学習市民センター 

予告 

 今後実施予定のイベント 
（諸事情により、変更する場合があります。） 

～世界一周 音楽の旅～ 

第１回 ペルー 

世界各国の音楽や文化を一緒に楽しむ 

イベントを 2022年 2月に企画中♪ 

（出演：ワイキス） 

～詳細は次号で 

お知らせします～ 



 

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 

としょかんおはなしかい（小学生向け） 

4・11・25 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） 

1･15 日（水）11：00～11：30 

冬のおたのしみかい 

18 日（土）15：00～15：30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

2 日（木）・17 日（金）10：00～12：30 

ふれあいルーム 月ノヒカリ 

8・22 日（水）10：00～12：30  

おはなしなーじょのおはなしかい 

26 日（日）11：00～11：30 

としょかんおやすみ 

27 日（月）・29 日（水）～1 月 3 日（月） 

年始は 1 月 4 日（火）からです。 

図書館員おすすめの一冊 

一般向け   365日 

こどもむけ おたんじょうび 

2021年最後の一般展示は 1年 365（もしくは 366）

日にちなんで、「○○の 365日」「365日の●●」を

集めました。自分にとってはなんでもない１日で

も、誰かにとっては記念日、日本や世界のどこかで

は記念日かもしれません。 

12 月 25 日はクリスマス。クリスマスはイエス・キリ

ストのたんじょうび。というわけで 2021 年さいごの

こども向け展示は「おたんじょうび」です。あなたの

たんじょうびはいつ？もうおわった？それともこれ

から？ 

『いつでも君のそばにいる 小さなちいさな優しい世界 

―葉っぱ切り絵コレクション』 

リト＠葉っぱ切り絵 著／講談社 

2021年 5月  請求記号 729.6 ﾘﾄ 

 

 １枚１枚が絵本の作品のような、葉っぱの切り絵作品集。

空を背景にして透かして撮影された葉っぱの切り絵は、ど

れもその精巧さに驚かされます。 

 見ているだけで心がほんわか幸せな気持ちになれま

す。 

 著者は、自身の ADHD による偏ったこだわりや集中力を

前向きに活かすため、2020 年から独学で制作をスタート

させました。Instagramや Twitterに投稿する葉っぱ切り絵

が注目を集め、国内外のメディアで取り上げられ、個展で

販売される作品はどれも完売する程の人気です。 

 子どもにも大人にもおすすめの１冊です。 

（まめきち＆つぶきち） 
展示期間：11月 23日から 12月 26日まで 
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図 書 館 か ら の お 知 ら せ 

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 

http://1.bp.blogspot.com/-dxo-mpRG9ag/UT10KQmp65I/AAAAAAAAOsc/etpq6_i2has/s1600/fantasy_witch.png
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