
 

  

 

202１年 11 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 

★ 11月の休館日は 11月 22日(月)です ★ 

外壁他改修工事についてのお知らせ 

 
 

センター周辺大掃除 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。 

センター２階事務室前に集合 

☂ 雨天中止 ☂ 

  ご参加後、お茶(525ml)をご準備しております。 

 ※新型コロナウィルス感染症予防のため、マスク着用手洗い等にご協力をお願いいたします。 

11 月 18日（木）14：00 
 

10/1(金)から 10/31(日)の期間中、センター・図書館をご利用の皆さまに「施設利用に関するアン

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。 

集計結果は後日、１階の掲示板・ホームページにて掲載いたしますのでご参照ください。 

 

施設保全のため令和 4年 1月 7日(金)まで外壁他改修工事を行っております。 

作業時間：午前 9 時～午後 6時頃（作業時間帯前後に 30 分程度、準備・片付け等の作業有) 

  ※日・祝日は工事の施工は行いません。 

大きな音の出る作業工程期間(諸事情により、変更が生じる場合があります。) 

   11/ 1 ～ 11/20  外壁に穴をあける時に、振動ドリル音がします。 

  12/ 8 ～ 12/18  足場解体時に「カンカン」と金属音がします。 

・工事の進捗状況により、日程調整をさせていただく場合がございます。 

・工事期間中は、騒音・ホコリ・臭い等発生する期間がございます。その際に、諸室の窓を 

開けられることはおすすめできません。諸室内の換気は、空調設備により常時行っております。 

・駐車場・駐輪場の一部が利用不可となりますので予めご了承ください。 

 

大阪府の要請に基づき、観客が大声を発するイベントは、定員のおおむね２分の１とします。     

なお、新型コロナウイルス感染症を理由とした施設使用料の全額還付の受付期間は、10 月 31 日ま

でとなります（11 月 1日以降の申し出についてはキャンセル料を徴収します）。 

 引き続き、感染対策にご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

※状況の推移により期間、内容を変更する可能性があります。 

10月 25 日から 11 月 30日までの施設のご利用制限についてのお知らせ 

「施設利用に関するアンケート」についてお知らせ 



 

  

 

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。） 

■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」(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。  

 

・12/18(土)「手軽に作るペーパーアート～ポインセチアを作ってみよう！～」              

季節の花を作って楽しむワークショップです。 

   ※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。 

みんなの絵でセンターを飾ろう 
お正月のぬり絵をセンター及び周辺施設で配布します。 

お預かりしたぬり絵は 1月にセンター内に飾ります 

(オリジナル作品での参加も可)。 

皆さんの絵でセンターを彩りましょう。 

11/15(月)から配布開始（全 6種、無くなり次第終了) 

※お預かりしたぬり絵及びイラストは返却いたしませ 

 んので予めご了承ください。 

 

アロマを使った 
自然の香りを暮らしに上手にとりいれましょう 

11/27(土) ①10:30～ ②13:00～ 
 

講 師：山本美穂（Orange Matricaria 主宰） 

場 所：第２集会室 

参加費：各 1,000円 

申 込：11月 1日(月)10：00より電話、窓口にて 写真はイメージです。 

さだ生涯学習市民センターの施設ご案内動画をアップロード 

いたしました。 

皆さまの施設活用のご参考になればと思います。 

今後も様々な動画を更新していく予定です。是非ご覧いただ

き、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 

 

↑アクセスは 
こちらから 

 

Youtube「さだ・牧野文化創造プロジェクト公式チャンネル」 

    



 

  

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 

 

 

11月 7日（日）13：00～16:00 

さだ図書館で役目を終えた本と雑誌を、 

市内在住・在勤・在学の方ならどなたでも 

無料で貰えるリサイクル市が帰ってきました！ 

！本をお渡しする際のお願い！ 

・お一人様 10冊までとなります。 

・「図書等譲与申込書」を記入して頂きます。 

・本をお持ち帰り頂く袋はご持参ください。 

 

おはなしかいスペシャル 

11月 3日（水・祝） 11:00～11:30 

定員：10名（先着） 対象：乳幼児 

11月 6日（土）   15:00～15:30 

定員：10名（先着） 対象：どなたでも 

10月 27日（水）～11月 9日（火）は 

秋の読書週間です。11月も楽しいイベントを

たくさんご用意してお待ちしております♪ 

10 月 7 日（木）、スタッフ 2 名

が図書館の本と絵本を持ってさ

だ西小学校に赴き 2 年生に「手

紙」についてお話しました。 

今回今まで誰も答えられなかっ

た「なぞなぞ」についに正解者が

多数現れました。 

どっち？と問いかける絵本では

次々声が上がり大いに盛り上が

りました。 

本と雑誌のリサイクル市 

12/4(土) 
13:00～14：00 

14:30～15：30 

お正月まで楽しめる人気の花材

を使った簡単で豪華な寄せ植え

作りを一緒に体験しませんか。 

 【場 所】3階 第 2集会室 

【 】2,000円 

【 】エプロン・軍手・スコップ 

【申 込】11/1(月)10：00～ 窓口、電話にて 

～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。 

 

基本の折鶴、２羽の鶴

が連なった「妹背山 

(いもせやま)」、虹の 

アーチのように羽を 

広げた「レインボー鶴」

の３種を折りました。 

丁寧で、バリエーションに富んだ鶴の折り方に、みな

さん興味津々。お家でも作ってみてくださいね。 

～イベントレポート～ 

想いをのせて羽ばたく 

『レインボー鶴』を折りませんか 

【10/16(土)開催】 



 

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） 

13・20・27 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） 

17 日(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

4 日(木)・19 日(金) 10:00～12:30 

ふれあいルーム 月ノヒカリ 

10・24 日(水) 青少年センターにて開催。 

おはなしなーじょのおはなしかい 

28 日(日) 11:00～11:30 

おはなしかいスペシャル 

3 日(水･祝) 11:00～11:30 

6 日(土) 15:00～15:30 

本と雑誌のリサイクル市 

7 日(日) 13:00～16:00 

としょかんおやすみ 

22 日(月) 

図書館員おすすめの一冊 

一般向け 菌 

展 示 本 

こどもむけ きみの な は？ 

菌と言えばどんなイメージを浮かべますか。 

ピロリ菌、大腸菌？酵母菌、腸内細菌？ 

私たちにとって有益な菌もあれば有害な菌も 

存在します。 

色々な菌の本を集めました。 

「きみのなは？」と、つい、きいてみたく

なるほんをあつめました。…いったい 

どんなほん？どういうことかは、としょか

んにきてからのおたのしみです♪ 

 

 

『連星から見た宇宙 

～超新星からブラックホール、重力波まで～』 

       鳴沢真也／著  講談社 

2020年 12月 請求記号 443ナル 

映画『スターウォーズ』主人公たちの故郷・タトゥイーンを

照らす「タトゥ I」「タトゥ II」は双子の太陽、つまり連星という設

定。タトゥ I・II は架空の星ですが、全天で最も明るい星シリ

ウスは 2 つの星が 1 つの重心の回りを互いにくるくる回る連

星、星座早見表の中心となっている北極星は 3 重連星で、

なんと 7 重連星まで存在するとか。ほとんどの星は、生まれ

たときには双子・三つ子・それ以上だったという説もあるそう

です。双子・三つ子の太陽がのぼる世界には、白夜みたい

に夜はちゃんと来るのか、とか色々想像してしまいますね。 

ところで私たちの地球を照らす太陽はというと、連星であ

るという確かな証拠もなければ、連星ではないという確かな

証拠もないようです。その理由も本書でぜひ確認してみてく

ださい。 

（ぽん太） 
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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。 

 

展示期間：10月 26日～11月 21日まで 
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