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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 

★ 8月の休館日は 8月 22日(月)です ★ 

枚方市もしくは東部大阪全域あるいは大阪府に、特別警報の発表があった場合、施

設は閉館とします。使用を中止して、速やかに退館をお願いします。 

暴風警報の発表があった場合、施設の閉館は行いません。ただし、ロビーおよび各

部屋等をご使用されている方々につきましては、使用をできる限り自粛し、ご退館

いただきますようお願いします。 

※暴風警報等発表時の「使用料還付の取扱い」および 

「６週間先の部屋予約の取扱い」の詳細につきましては 

さだ生涯学習市民センターまで、お問い合わせください。 

台風の起こりやすい季節です。今から出来る準備はしっか 

り整え、危険から身を守りましょう。 

 

暴風警報発表時の施設利用等の取扱いについて 

「熱中症警戒アラート」をご存じですか? 

熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症

予防行動をとっていただくよう促すための情報です。 

熱中症予防行動として、 
・不要不急の外出は避け、昼夜を問わずエアコン等を使用する。 
・エアコン等が設置されていない屋内外での運動は、原則中止または延期する。 
・のどが渇く前にこまめに水分補給するなど、普段以上の熱中症予防を実践しましょう。  

環境省の「熱中症予防サイト」 

 http://www.wbgt.env.go.jp/ もご利用ください。 

LINE公式アカウント「環境省」を友だち追加すると 

熱中症警戒アラートの発表や暑さ指数の 

情報を受け取ることができます。                              

                環境省ＨＰ                 



 

  

■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。 

 

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。 

さだ活動委員会の事業を YouTube「さだ・まきの文化 

創造プロジェクト公式チャンネル」でご紹介しています。 

ぜひご覧ください。 

 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。） 

・9/24(土)「ワタシと地球」フードマイレージ買物ゲームで、食物と環境の関係を学びます。 

   ※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。 

 

出演 人形劇団 さんかく 
演目「スイミー」 
音楽人形劇「アニマルミュージカル」 

 

会場： さだ生涯学習市民センター 
                3階ホール 

申込：8 月 1日（月）10：00～電話・窓口にて 
       先着 60 名 

 

9 月11 日(日) 

13:30 開演(13:15 開場) 

おてだま遊び 
 ～人とつながるツール～ 

【会 場】2階 プレイルーム 

【対 象】大人から小学生まで  

【定 員】20 名 

【参加費】200円(お手玉付き) 

【申 込】8/2(火)10:00～ 電話・窓口にて受付 

 

無料 

～家電リサイクルの仕組みとエコロジーを学ぶ～ 
【会 場】2階 第 1集会室 

【対 象】小学生以上  

【定 員】15名 

【協 賛】関西リサイクルシステムズ株式会社 

【申 込】8/1(月)10:00～ 電話・FAXにて受付 

 

８.１９（金）1４:00－1５:00 

無料 

関西リサイクルシステムズ株式会社より講師の方

をお招きし、洗濯機の解体実演や風力や磁力を使っ

たふしぎな実験を行い、家電リサイクルとエコロジ

ーを学びます。 

 8月 23日（火）10:00～ 

世代を超えて一緒におてだま 

遊びをしましょう！ 

■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 



 

  

枚方市立図書館は 
システム更新のため 
臨時休館いたします 

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 

図書館からのお知らせ 

夏やすみの 
こわいおはなしのイベント 

 こわいはなしのおはなしかい 

夏は図書館できもだめし。今年もやります。 

8月 20日（土） 15:00～15:30 

   (14:30から整理券配布)           

図書館 集会室にて 

当日先着 12名 

こわいはなしのおたのしみ袋
ぶくろ

 

袋は小さい子・低学年・高学年/YAの３種類。 

中には図書館スタッフが選んだ 

こわ～い本が２冊入っています。 

どれが一番こわいのかな…ドキドキ… 

それは借りて帰らないとわかりませんよ… 

●期間 

９月１５日(木)～３０日(金) 

ご不便をおかけいたしますが、 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

休館中は 

◆窓口・電話・WebOPAC（PC、スマートフォ

ン）による貸出、予約、蔵書検索、利用照会

ができません。 

◆ひらかた電子図書館は、登録済みであれば

利用可能です。この期間の利用申請は受付

できません。 

◆スマート申請（オンライン登録）も利用でき

ません。 

◆返却ポストは利用できますが、返却処理が

遅れる場合がございます。（ビデオ・CD・

DVD、枚方市外の図書館から借用してい

る本は１０月１日（土）以降にカウンターへ返

却をお願いいたします。） 

２階ロビーのベランダでは、今年も立派なゴーヤのグリー

ンカーテンが作れました。 

グリーンカーテンの役割は、直射日光をさえぎり室内温度

の上昇を抑えてくれます。また、建物の壁などに熱を蓄積

させないので、ヒートアイランド現象の緩和にも役立ちま

す。毎年、夏の暑さ対策として取り組んでいます。 

 

。 

 

 

You Tube 

「さだ・牧野文化創造プロジェクト公式チャンネル」 
さだ生涯学習市民センター2022グリーンカーテン 

苗からの成長～実の収穫～ゴーヤ料理の紹介を配信中        

是非ご覧いただき、チャンネル登録をお願いします。 

ゴーヤのグリーンカーテンできました！ ～You Tube配信中～ 

←     

アクセスは

こちらから 

 



 

月
げつ

 火
か

 水
すい

 木
もく

 金
きん

 土
ど

 日
にち

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ 10 11 1２ 1３ 1４ 

1５ 1６ 1７ 1８ １９ 2０ 2１ 

2２ 2３ 2４ 2５ 2６ 2７ 2８ 

２９ 3０ ３１     

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  か ら の お 知  ら せ 

おはなしかい（小学生向け） 

13・27日（土）15:00～15:30 

夏のおたのしみかい（おはなしかいと工作） 

6日（土） 15:00～15:30 

こわいはなしのおはなしかい 

20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） 

3･17日(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 中止 

5・19日(金) 10:00～12:30 

ふれあいルーム 月ノヒカリ 

10・３１日（水） 10:00～12:30 

おはなしなーじょのおはなしかい 

28日(日) 11:00～11:30 

としょかんおやすみ 

22日（月） 

展 示 本 

 

一般向け 涼感本  

 夏真っ盛りの 8 月。暑い日が続いていますね。こ

んな時は本を読むのも何だか億劫（おっくう）…。 

そんな今月は、本を眺めて涼しさを感じてみるの

はいかがでしょう。写真が多めのものを、様々なジ

ャンルから集めてみました。 レッツ ひんやり♪ 

 

こどもむけ じのないえほん 

じのないえほんは、自由
じ ゆ う

な本
ほん

です。 

登場
とうじょう

人物
じんぶつ

の名前
な ま え

も自分
じ ぶ ん

で考
かんが

えていいのです。 

開
ひら

くたび読
よ

むたびにお話
はなし

が変
か

わってもいいのです。 

たった一
ひと

つの自分
じ ぶ ん

だけのお話
はなし

をつくれます。 

自由
じ ゆ う

な本
ほん

の世界
せ か い

にふれてみてください。 

 

図書館員おすすめの一冊 

 当事者本人へのインタビューをもとに、認知症のあ

る方が経験する出来事が「旅のスケッチ」と「旅行記」

の形式にまとめられていて、認知症という病気を、誰

もがわかりやすく身近に感じながら学べる１冊。  

私も、大好きだった祖母が認知症になり、悲しい経

験をした事がある。だんだん家族の事もわからなくな

り、家族のすきを見つけては徘徊して迷子になってし

まったり、何度も全身真っ黒な服に自分で着替えてし

まったりという不思議な行動もあった。 

徘徊して迷子になった時、落ちていた野球のボー

ルを拾おうと線路に入り電車にはねられてしまい、悲

しい別れになってしまった。 

家族や友人、大切な人、あるいは自分が認知症かも

と悩んでいる人に届いて欲しい１冊。 

（つぶきち＆まめきち）                  

『認知症世界の歩き方』 

    筧 裕介／著 （ライツ社） 
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