
 

  

2022年 5 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 

★ 5 月の休館日は 5 月 23 日(月)です ★ 

【主催】 

第 14回 さだ若葉まつり実行委員会 

 

5/21(土) 

      22(日)  
10:00～16:00 

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。 

さだ若葉まつり前日の 5/20(金)および、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、2階ロビーはご利用いただけません。 

ご利用者の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

なお、図書館は通常通り開館しております。 

ノー密な時間を！エンジョイしよう！ 

新型コロナウイルス感染症対策のお願い 

発熱・体調不良の方は参加をご遠慮ください。 

ご参加の際はマスクの着用をお願いいたします。 

手指消毒または石けんによる手洗いをお願いいた 

します。 

オープニングセレモニー 

５／２１(土) １０：００～ 

３階ホール 

<和太鼓演奏＞ 

子ども和太鼓チーム 雅っ鼓 

 

エンディングイベント 

５／２２(日) １５：３０～ 

３階ホール 

<パフォーマンス協力＞ 

祥空館空手 

 

さだ若葉まつり開催に伴う駐車場・2階ロビーのご利用について 

 



■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からのお知らせ 

YouTube 

 

是非ご覧いただき、チャンネル 
登録をよろしくお願いいいたし 
ます。 

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→ 

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。） 

 ・6/17(金)  センター周辺大掃除 Sada Clean Day!利用者とスタッフが一緒になって清掃活動を行います。 

・6/30(木) 「これから始める資産形成～つみたて NISA・iDeCo～」資産形成の基礎についてお伝えします。 

※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。 

 

◆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。 

・概ね 1 時間ごとに、部屋の換気を行うこと（扉・窓を開放）。 

◆その他の注意事項 
・施設利用の前後に上記の遵守事項をチェックシートで確認し、署名をいただきます。 

 

品名 
単位 

枚数 

令和３年度 

売却代金（円） 

令和４年度 

売却代金（円） 

再生紙 （Ａ４） 100 80 80 

再生紙 （Ａ４） 500 380 390 

再生紙 （Ｂ４） 100 120 120 

再生紙 （Ｂ４） 500 570 580 

再生紙 （Ａ３） 100 150 160 

再生紙 （Ａ３） 500 750 770 

一体型印刷機 

マスター 
1 30 30 

 

印刷用紙料金について 

 
令和 4年 5月 1日(日)より印刷用紙の料金を改定いたします。 

なお、印刷用紙の販売は１団体あたり１週間で２〆(1,000枚) 

までとしております。（用紙のみの販売はしておりません。） 

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 25日から 5月 22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。 
※施設利用者に感染者または濃厚接触者が出た場合は、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。チェックシートで確認し、署名をいただきます。 

さだ生涯学習市民センターの施設利用について 

 

スタッフ Mシリーズ第２弾！！ 

つまようじを使った不思議な実験をアップ 
しました。 

 

  



 

  

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。 

■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 

さだ図書館からのお知らせ 
 

―世界各国の文化を楽しむシリーズ企画始まります― 

6/25(土）  
 

第１回 ペルー 

開場 17：30 開演 18:00 

【場所】3階 ホール 

【ﾁｹｯﾄ】前売 1,000円 当日 1,200 円 

(未就学児入場不可) 

        2階 窓口にて販売 

【申込】6/1(水)10:00から窓口、10:30から電話にて 

 

（出演：ワイキス） 

イベントレポート 
 ～暮らしの中にスマートフォン～ 3/31 

ご希望の多かったスマホ教室。スマートフォンの体

験・ビデオ通話体験をしていただきました。講座が 

終わるころには、楽しんで使いこなしておられまし 

た。ご参加のみなさん                           

からは、「スマホを使                               

いたいと思っていたの                                        

で、とても勉強になっ                                   

た」等とご感想をいた                                   

だきました。 

 

4 月はお花見を開催 
鯉のぼりやかぶとを 
折り紙で作成しました。 

  

 さだ若葉まつり 

第 14回 

開催日：６月３・10・17・24日の金曜日（全４回） 

時間：14:00～15:30 

場所：さだ生涯学習市民センター３F 第５集会室 

定員：12名（４回連続で参加できる方） 

参加費：無料 

申込：2022年５月２日（月） 

10:00～総合窓口、10:30～電話 

持ち物：筆記用具（辞書は図書館で用意します。） 

※牧野（５月）、香里ケ丘（10月開催予定）の講座と同内容です。 

図書館でも楽しい工作をします♪ 

 

地域の景勝地や旧跡、寺社などを風景画等の挿

絵とともに解説した書物が「名所図会」です。 

 今回の講座では、江戸時代後期に書かれた「河内

名所図会」の第 6巻より「交野郡」を読み解きます。 
 

開催日時：5月 21日（土）・２２日（日） 

     両日 14:00～15:00 

対象：どなたでも（未就学児は保護者同伴） 

定員：当日先着１０名 参加費：無料 



おはなしかい（小学生向け） 

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） 

18 日(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

6・20 日(金) 10:00～12:30 

ふれあいルーム 月ノヒカリ 

1１・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 

おはなしかいスペシャル 

4 日（水）11:00～11:30 ※乳幼児向け 

7 日（土）15:00～15:30 

第 14回さだ若葉まつり 

「ゆらゆらクラゲをつくろう！」 

21 日（土）・22 日（日） 14:00～15:00 

としょかんおやすみ 

23 日(月)  
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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：4 月 26 日～5 月 22 日まで 

一般向け  映画化・実写化された小説 

展 示 

こどもむけ  夜
よる

の本
ほん

 

 

こわい？たのしい？ワクワク？ドキドキ？ 

いろいろな 「よる」 のおはなしをたくさんあ

つめたよ。 ほんをよんで ふしぎな 「よる」の

せかいをたびしてみよう。 

『灘校と西大和学園で教え子５００人以上を 

東大合格させたキムタツの「東大に入る子」が 

実践する勉強の真実』 

木村達哉／著者  （KADOKAWA） 

2021年 4月 請求記号 376.87キム 

東大に入る子はどんな勉強をしているのかが気

になって本書を手にした。しかし、この本は東大に入

るための勉強のやり方を書いた指南書ではない。親

が子どもにどんな環境を与えると進んで勉強をする

かを説いた本である。子どもに進んで勉強をしてほ

しいからこそ、親は「勉強をしなさい」と言ってはい

けない。なぜ言ってはいけないのか、代りに何を言

えばよいのかという質問が多く寄せられるらしい。 

この本を読んで感じたのは子どもに頑張ってもら

うためには、親が頑張らなくてはいけないというこ

とだ。変わるべきは親自身である。親の後ろ姿を見

て育つと本文にも記載されていた。見本となる後ろ

姿を見せたいものだ。  

                      

図書館員おすすめの一冊 

映画やドラマなどに実写化された原作小

説やノベライズ本を集めました。 

映画を見たけど小説でも読んでみたい、ド

ラマをまだ見てないけど先に結末を知りたい

などなど。実写化作品と原作の違いを 

楽しむのもおすすめです。 

 ジュリア 
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