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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 
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だ

だより 

★ 9月の休館日は 9月 26日(月)です ★ 

施設利用に関するアンケート実施のお知らせ 
 

９月１日は「防災の日」  日頃の備えの点検をしましょう 
防災の日は台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害についての認識や理解を 
深め、それらの災害に対処する心構えと備えをするための日です。 
特に９月は、台風の起こりやすい季節です。台風は事前に備えができる災害です。日頃の 
備えを点検する機会を作り、危険から身を守りましょう。 

【お家でできる点検・準備】 

9/14(水)まで、さだ生涯学習市民センター・さだ図書館の利用に関するアン

ケートを実施しております。当センター・図書館を利用する方々のご利用状

況やニーズを知ることにより、皆さまの生涯学習の拠点として当センター・

図書館をより充実させていきたいという目的で実施しています。 

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

防災マップなどで洪水のおそれのある河川や、急傾斜地で水害や土砂災害のおそれが 

ある場所、近くの避難場所を確認しておきましょう。 

家族で緊急連絡手段と、もしもの事態に落ち合う場所等を決めておくと良いですね。 

 

● 水害に備え、側溝や排水溝の掃除をして水の流れを良くする。 

● 植木鉢など風で飛ばされそうな物は家の中へ。 

● 屋根、堀、壁などの点検、補強も台風が来る前に。 

● 非常用品の備蓄は非常用袋ですぐに持ち出せるように準備しておく。 

※懐中電灯、ろうそく、マッチ、ライター、携帯ラジオ、予備の乾電池、 

     救急薬品、軍手、衣料、貴重品、水、非常食、携帯ボンベ式コンロ 

● 健康や衛生管理に必要な物も備えておく。 

● 電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、 

   普段から飲料水や保存のきく食品を備蓄しておく。 

 



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。 

 

【会 場】さだ生涯学習市民センター 3階ホール 

【対 象】小学 4年生以上  

【定 員】20名 

【講 師】大阪府地球温暖化防止活動推進員 

チームフードマイレージ代表 中村 智子氏 

【持ち物】なし 

【申 込】9/1(木)10:00～ 電話・窓口にて受付 

 

9/24(土) 14:00 ～ 15:30 参加費 
無料 

 

 

 

  

*** Sada Information *** 

■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 

Youｔube 

「さだ・牧野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。） 

・10/29(土)「からだリズムスキンケア」時間や年月で変わる体のリズムに合わせた肌のケアを学びます。  

 ※詳しくは次号の蹉跎だより、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。 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 
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   ※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。 

 

食と環境  

～フードマイレージ買物ゲーム～ 
カードなどでグループワークをしながら、 

買い物の際に選ぶ食材と環境の関係を学びます。 

さだ 秋 ジャズ 
Autumn  Concert in Sada 

10/23(日)

 
 

出演 

ビーツアップ・ザ・クインテット 

入場料：1,500円 

申 込：10/1(土)10:00～電話・窓口にて 

館内装飾 

 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・スペースのご利用について 

 
現在、アート・スペースでは水族館

をテーマにした装飾をしています。 

たくさんの海の仲間が皆さまを 

お出迎え♪ 

センターにお立ち寄りの際には是非

ご覧ください！ 

装飾期間：９月中頃まで 

スタッフ Mシリーズ第３弾！ 

カップに注ぐと色が変わる、不思議なハーブティー。 

色の変化を動画でお楽しみください。 

チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 



 ＜上記期間中は＞ 

◆窓口、電話での貸出、延長、予約を受付できません。 

◆WebOPACによる蔵書検索、予約、延長、利用照会 

（PC、スマートフォンとも）もできません。 

＜貸出冊数の上限・貸出期間を変更します＞ 

◆9月 1日（木）から 9月 14日（水）までの間、 

貸出冊数の上限を 20冊に増やします。 

※ビデオ、CD、DVDは通常通り 3点までです。 

◆上記貸出冊数増加期間は、貸出期間を次のように変更します。 

・図書・雑誌：9月 1日（木）貸出から「2週間プラス 16日間」。 

・ビデオ・CD・DVD：9月 8日（木）貸出から「1週間プラス 16

日間」。 

＜予約資料の取置期間を変更します＞ 

◆取り置き期限日が休館期間にあたる資料は、1週間プラス 16

日間お取り置きします。 

 

 

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 
 

■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 
 

7/2初夏の寄せ植え 

毎回大人気の寄せ植え講座。今回も多数のご参
加ありがとうございました。５種類の観葉植物
をバランスよく配置していくと、大ぶりの白い
陶器の鉢に初夏の緑が映える素敵な寄せ植えに
なりました！ 

「涼しげな寄せ植えができて大変満足です。」
「先生がとても丁寧で、ほめ上手でした。」 
などのご感想をいただきました。 

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
気軽にお問い合わせください。 

イベントレポート 
活動委員募集中 

詳しくは各図書館・分室へお問い合わせください。 

10月 27日（木）～11月 9日（水）は 

毎年恒例「秋の図書館まつり」!! 

さだ図書館でもスタッフが知恵を絞って 

さまざまなイベントを企画中です！ 

「さだだより」10月号での発表を 

どうぞお楽しみに♪ 
 

９月15 日（木）～30 日（金） （１６日間） 

 

（全館・分室・自動車文庫すべて対象です） 
とっても便利な「ひらかた電子図書館」！ 

実際にタブレットを使いながら、 

利用方法をご案内します。 

対象：枚方市内在住・在勤・在学の方 

とき：９月３日（土） 10:00～16:00 

ところ：香里ケ丘図書館 多目的室２ 

申込・受講料不要。当日直接会場へどうぞ。 

ひらかた電子図書館 

体験会 

 

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 

【期間】 



おはなしかい（小学生向け） 

3・10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） 

7日(水) 11:00～11:30 

ふれあいルーム ひよこっこ 

2日(金) 10:00～12:30 

ふれあいルーム 月ノヒカリ 

14日(水) 10:00～12:30 

としょかんおやすみ 

15日(木)～30日（金） 
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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 

枚方市立図書館は 
システム更新のため 
９月１５日（木）～30日（金）の間 
休館させていただきます。 

  「家電＝家庭用電気機械器具」。 

第二次世界大戦後、日本では全国に電気が普及

し、家電製品は飛躍的に進化を遂げました。 

生活を便利にし、豊かにしてくれる家電の本を

いろいろな角度から集めてみました。 

一般向け 『家電』  

こどもむけ  『昆虫
こんちゅう

』 

   夏
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と、今度
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そこで、昆虫
こんちゅう

の本
ほん

を集
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めました。 

昆虫の世界
せ か い

を楽
たの

しんでみてね。 

展示期間：８月２３日～９月１４日まで 

展 示 本 
図書館員おすすめの一冊 

言わずと知れた妖怪漫画家・水木しげるの少年

時代の半自伝的エッセイ。家の近所に住む不思議

なおばあさん、のんのんばあから聞く、たくさんの

妖怪の伝承話、少年時代の遊びの数々等、同年代

の少年たちに揉まれながら成長していく様子が、ノ

スタルジックに描かれる。  

私は、子どもの頃、この本が原作の実写ドラマが

好きで繰り返し観ていたため、読みながら自分の

子どもの時のことも思い出し、とても懐かしい気持

ちになった。少年期も終わりに近づいた頃、「学校

も落第、就職も落第、もうこれ以上落第するものは

なにもないほどなのだが、オレはそれほどこたえな

かった。なにがあろうとオレはオレなんだ。」と言い

切るしげる少年は、とても素敵であり、飄々とした

強さを持っていた著者の根っこにある健やかさを

垣間見た気がした。            (セルピコ) 

 

『のんのんばあとオレ』 

       水木しげる／著  （筑摩書房） 

請求記号 B726.1ミス 


