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〔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 

★ 6月の休館日は 6月 27日(月)です ★ 

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。 

 

6/17(金) 14：00 ※雨天中止 

センター2階事務室前集合 

ご参加後、お茶（525㎖）をご準備しております。 

申込 6月 1日（水）10：00～電話・窓口にて 

  

センター周辺大掃除 

※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。 

 

 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、当面の間、観客が大声を発するイベントについては、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て、施設利用が困難となった場合は、ご利用前にキャ

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）。 

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。 

さだ生涯学習市民センターの施設利用について 

★ 6月の休館日は 6月 27日(月)です ★ 



■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 

 

  

・7/23(土)「眠りの質を改善！睡眠セミナー」質の良い睡眠をとるための知識を学びます。 

・7/30(土)「ボランティアを学び体験してみよう」ボランティア入門講座・高齢者疑似体験を実施します。 

・8/2 (火)「親子で学ぶスマートフォン講座」スマホの便利機能や様々なトラブルなどを親子で学びます。 

※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。 

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。 

 

～つみたて NISA・iDeCo～ これから始める資産形成 
● 資産形成にはどんな方法があるんだろう？ 

●「つみたて NISA」や「iDeCo」のことを、投資の初歩からお伝えします。 
 

近畿財務局マスコット 

Kinki CATs 

 ６/３０(木) 10:30～12:00 
 

 【申 込】6/3(金)10:00 から窓口、電話にて受付 

【場 所】3 階 第 2 集会室 

 【定 員】20 人 

【講 師】財務省近畿財務局財務広報相談室 

 

アートスペースのご案内 

気になるお金のこと 

 いろいろ伝えるにゃん 

ゴーヤのグリーンカーテンはじめました 

目に涼やかなゴーヤのカーテン。例年、ご利用者 

のみなさまからの好評を受け、2 階ベランダで 3 鉢 

を植えています。 

初夏の日差しを受けて、日々成長しております。 

みなさまにもゴーヤの成長を見守っていただけると 

うれしいです。 

6月 12日（日） 

  ～6月 19日（日） 

 
平日・土曜日 9時～21時 

※日曜日は 17時まで 

 

滝口 進 写真展 

～徒然なるままに FB～ 

第 14回 さだ若葉まつり  ～ノー密な時間を！エンジョイしよう！～ 

5 月 21 日、22 日に開催いたしました「第 14 回さだ若葉まつり」は、 

たくさんの方にご来館いただき、大盛況のうちに終了いたしました。 

ご参加いただいた 20 団体の皆様、お疲れさまでした。また、協賛いただいた地域の

皆様、ご協力ありがとうございました。開催内容は、次号 7 月号にて紹介いたしま

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。 

 

主催：第 14 回さだ若葉まつり実行委員会 協力：さだ生涯学習市民センター 

 

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。） 

 5/13（金）撮影 

 5/24（火） ツルがすくすくと伸びて
きました。ネットまであと少し。 
お花も１つ咲きました。 

 

  



 

  

さだ図書館からのお知らせ 
 

■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 
 

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 

＜発売日時＞ 6/1(水)10:00～窓口、10:30～電話にて受付 
＜販売場所＞ さだ生涯学習市民センター 2 階 窓口 

 

【場 所】3 階 ホール 

【 】前売 1,000 円 当日 1,200 円(未就学児入場不可)   

 

6/２5(土）  
 

開場 17：30 開演 18：00 
 

絶景映像とワイキスの音楽で 
旅気分を楽しもう！ 

 ～ペルー編～ 

出  演：ワイキス 

映像協力：松井章写真事務所／アンディーナトラベル(株) 

 

☆たくさんのご参加 
ありがとうございました☆ 

「ひらかた絵本まつり」 

【おはなしかいスペシャル】 

全て工作とおはなしかいがセット 

4月 30日（土） 

『ケロケロかえるくんを作ろう』 

5月 4日（水） 

『シールをペタペタはって 

こいのぼりをつくろう』 

5月 7日（土）  

『母の日のメッセージカード作り』 

 

4月 23日（土） 

『本のおたのしみ袋』 

★今年は久しぶりに工作をしました  

ケロケロかえるくんでは、みんなで 

かえるのうたに合わせて大音量を 

図書館中に響きわたらせ館内を 

大変おさわがせしました。 

 

★ひらかた電子図書館へようこそ★ 

■詳しくは、枚方市立図書館ホームページにある 

「ひらかた電子図書館のバーナーをクリックするか 

下記のアドレス、QRコードからアクセスしてください。 

電子図書館のご案内 

https://web.d-library.jp/hirakata/ 

 

くま館長が見ている画面が電子図書館の入口です。 

 

好きなところで 

読めるから 

おでかけしなくても 

いいね♫ 
 

※くま館長はさだ図書館のイベント担当者です。 

 

今日はこの 

電子図書館で 

本を読むぞ♪ 

https://web.d-library.jp/hirakata/


おはなしかい（小学生向け） 

4・11・18・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 

ふれあいルーム ひよこっこ 

3・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） 
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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 

図書館員おすすめの一冊 

一般向け 「天体」 

展 示 本 

こどもむけ 「おほしさま」 

梅雨に向かって曇り空が増えてくる季節。しかし雲の上

には星空が広がっています。夏の天体観測には一足早

いですが、星にまつわる本を集めました。星座だけでな

く、私たちの星・地球、太陽系、銀河系、そして広大な

宇宙のことについて知ってみませんか？ 

これからなつにむけてだんだんとよぞらにほしが 

かがやきはじめます。よぞらをみあげていろんな

せいざをみつけてみませんか？ 

また、そのほしについてのおはなしをよんでみま

せんか？ますますおほしさまをみるのがたのしく

なりますよ。 

展示期間：５月２４日～６月２６日まで 

『わたしのあのこあのこのわたし』 

岩瀬成子／著  （PHP研究所） 

２０２１年２月 請求記号 F イワ 

児童書を紹介します。主人公は秋とモッチ。ひとりは

自立心があり、周りの大人も一人の人として接していま

す。ひとりはしっかりしているけど自分への自信が少な

めです。すれ違いもありますが助け合うふたりの物語

です。この本にはむずかしい言葉や理屈っぽい言葉は

ありません。同じ事柄を違う視点で語っていますが、と

てもわかりやすく書かれています。対象は小学校高学

年からです。中学生、高校生、大人にも読んで欲しい

本です。小さな出来事があります。たんたんとお話は

進みます。クラスの中にはいろんな友達がいたなと懐

かしく感じたりしました。手に取りやすい 1冊をおすすめ

します。                       Usakiti 
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