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★ 4 月の休館日は 4 月 25 日(月)です ★ 

〔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。 

大阪府からの要請に基づき、4月 24日までの間、観客が大声を発するイベントについては、引き

続き定員の概ね 2分の 1以内での開催となります。 

新型コロナウイルス感染症を理由としたキャンセルの場合であっても、4月 1日以降の申し出から

はキャンセル料を徴収します。 

但し、施設利用者に感染者または濃厚接触者が出た場合は、4月 1日以降においても、キャンセル

のお申し出をいただければ、施設使用料を全額還付します。 

※今後の情勢に応じて、条件を変更することもあります。 

施設利用の際に守っていただきたい事項 
諸室を利用される場合は、以下の遵守事項をお守りください。 

・3密を避けて利用すること。 

・利用者はマスクを着用したままで活動すること（スポーツのプレー中を除く） 。 

 ※マスクを着用したままの活動が困難であり、フェイスシールドを使用する場合は、対面を避 

  け、人との間隔を1m以上確保するなど、飛沫拡散等に注意すること。 

 ※マスクまたはフェイスシールドを着用したままの活動が困難な場合は、個人利用に限り、着 

  用を不要とする。ただし、利用者が諸室の消毒清掃作業を行うこと。 

・利用者の中に発熱、せき、下痢などの体調不良者がいないこと。 

・施設の利用前後に石けんによる手洗いを行うこと。 

・おおむね1時間ごとに、部屋の換気を行うこと（扉・窓を開放）。 

※詳細につきましては、さだ生涯学習市民センターまでお問合せください。 

 

真っ白な壁面になり、明るくスッキリとした 

印象になりました。工事中は、大きな作業音 

等でご迷惑をおかけしました。 

ご理解、ご協力を頂きありがとうございました。 

１階ロビー内の壁面工事が終了しました。 

さだ生涯学習市民センターの施設利用について 

Before 

After 



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。 

 

＜令和４年度の休館日の日程について＞ 

4月 25日(月) 5月 23日(月) 6月 27日(月) 7 月 25日(月) 

8月 22日(月) 9月 26日(月) 10月 24日(月) 11 月 28日(月) 

12月 26日(月) 1月 23日(月) 2月 27日(月) 3 月 27日(月) 

 

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。 

活動予定等はセンター事務室までお気軽

にお問合せ下さい。 

 

～2021年度はこんなイベントを開催しました♪～ 

 
「レインボー鶴を折りませんか」 

虹のアーチのように羽を 

優雅に広げる折り鶴を 

折りました。   

 

「冬の寄せ植え」 

クリスマスからお正月 

まで映える華やかな 

花々で寄せ植え作り。   

 

 

  

さだアートスペースにイースターをモチーフにした 

フォトスポットを作りました！ 

春を感じられるようなタンポポの背景に、ひよこやマーガレットを 

あしらったフォトフレームを設置。センターにお立ち寄りの際には 

是非、写真を撮って楽しんでいただけたらと思います。 

 

 

*** Sada Information *** 

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 

フォトスポットができました 

 

 

アートスペースは、創作活動の発表の場としてセンター利用の団体や個人の方に無料でご利用いただいて

います。絵画や手芸・工芸、写真展などの作品展示にご活用ください。利用をご希望の方は、お気軽にセ

ンターへお問い合わせください。 
 

アート・スペースのご案内 

 

 
令和 4年度ロッカー・棚・倉庫スペースの申込受付並びに抽選会終了しました 
空きスペースが若干ありますので、ご希望の団体はお問合せください。申込は、さだ生涯学習 

市民センターご利用の団体に限ります。各団体 1スペースのみのご利用となります。 

  

さだ活動委員会  
活動委員を 
募集しています 
 

2/6(日)から 2/28(月)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、１階の掲示板・

ホームページにて掲載していますのでご参照ください。 

 

施設利用に関するアンケートについてご回答ありがとうございました 

 



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 

毎週火・金曜日 10:00～12:00(祝日は休講) 参加は無料です。  

 

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。 

主催： 第 14回 さだ若葉まつり実行委員会 

■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 

さだ若葉まつり実行委員会からのお知らせ 

さだ若葉まつり 
 

5/21(土)・22 日(日) 開催 第 14 回 

 

歌や楽器演奏などのステージ発表やバザー、焼きそば、綿菓子、ゲームなどの模擬店、 

作品展示やくらわんことの撮影会などを実施、ぜひ会場にお越しください。 

※若葉まつり前日の 13時以降、当日の 2日間は駐車場の一部がご利用いただけません。 

 また、ロビーはご利用いただけませんので予めご了承ください。 

ノー密な時間を！エンジョイしよう！ 

長年ご利用いただきました「ポプラディアネット」に 

代わり、4月から新データベース「ヨミダス歴史館」が 

スタートします。 

「ヨミダス歴史館」は明治（1874年）からの読売新聞 

記事 1,400万件以上がネットで読めるデータベースで

す。明治～昭和初期の新聞も現代の言葉で検索するこ

とができます。 

検索結果は紙面 1 ページが全体で表示されますが、

画面上で拡大・縮小して見ることも可能です。 

 新聞は歴史の証人。ぜひ「ヨミダス歴史館」をご活用 

ください。 

「ヨミダス歴史館」 
スタート！ 

 

 

ひらかた絵本まつり ２０２２ 

ことしもやります！ 

 

 
４月 23日（土）～5月 12日（木） 

期間中は、おはなしかいがパワーアップ  

おたのしみ袋を借りて、本の世界で  

未知との遭遇？！  

 

  

 

 

 

 

  

２冊入り 

なくなり次第終了します。 

 

 工作するよ 

 ① 4月 30日（土）  15:00～ 

 ② 5月  4日（水）  11:00～ 

 ③ 5月  7日（土） 15:00～ 

  ※②は乳幼児向け、①・③は小学生向けです。 

(予約不要) 

★おはなしかいスペシャル

    

★本のおたのしみ袋  

4月 23日（土） ９：００～ 

※コロナ感染状況により変更になる場合があります。 

なお、ご利用には 

枚方市立図書館の 

貸出カードが必要と 

なります。 

詳しくは総合窓口へ 

おたずねください。 



 

 

 

 

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 
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展示期間：３月２９日～４月２４日まで 

一般向け  文房具 

展 示 本 

こどもむけ  ちきゅうのこどもたち 

 

いま、せかいには、しあわせにくらせていない

子どもたちもいる。せかいには、いろんなひとが

いて、にほんとはちがっていることがたくさんある

んだ。そんなこどもたちのくらしがわかるほんをあ

つめたよ。 

 

おはなしかい（小学生向け） 

2・9・16・23 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） 

6･20 日(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

1・15 日(金) 10:00～12:30 

ふれあいルーム 月ノヒカリ 

13・27 日（水） 10:00～12:30 

おはなしなーじょのおはなしかい 

24 日(日) 11:00～11:30 

おはなしかいスペシャル 

30 日（土） 15:00～15:30 

としょかんおやすみ 

25 日(月) 

『覚えておきたい！お金と節約の基本８８』 

畠中雅子／監修  （扶桑社） 

2014年 2月 請求記号 591 

 家計管理ってどうすればいいの？節約したいけど、なに

をどう節約したらいいの？どうやって貯金したらいいの？保

険は入った方がいいの？などなど……。そんなさまざまな

疑問にこたえてくれるのがこの一冊！ 

 みなさんも生活のなかで、節約や貯金、たくさんの工夫

をされていると思います。しかし、これから新生活を始める

方や、環境が変わる方も多いはず。そんな方たちに、すこ

しでも暮らしを楽に、また簡単に工夫できる知恵が凝縮さ

れた内容となっているこの本をおすすめします。出版年月

は 2014年と少々古いのですが、例えば、冷蔵庫の収納か

ら、あまりものの使い道など、最近話題の SDGｓにつながっ

てくるような工夫もあり、これならできそうだなと思えるもの

がわかりやすく載っています。 

 まずは目次から、生活のなかで気になっていることを探し

てみてください。きっとヒントがみつかります！ 

えびのしっぽ 

図書館員おすすめの一冊 

４月です！ 新年度です！！ 

気分一新、文房具を新調された方もいらっしゃ

るのでは？ 生活になくてはならないものだけ

ど、とても奥の深い「文房具」。文房具の使い方

から文房具が出てくる文学まで、幅広いジャン

ルの本をご紹介します。 
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