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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 

★ 2 月の休館日は 2 月 27 日(月)です ★ 

ささささ

蹉蹉蹉蹉跎跎跎跎

だ

だよりだよりだよりだより    

申込受付期間は 2 月 10 日(金)から 3 月 18 日(土)です。 
申込書は 2 月 10 日(金)からセンター窓口にて配布いたします。また、ホームページからもダウ
ンロードいただけます。 
必要事項を記入の上、受付期間内に申し込みをしてください。 
申込期間終了後、希望スペースの申し込みが 1 団体のみの場合は当選となり、抽選会の出席は
不要です。 
希望スペースが他の団体と重複した団体は、3月 26 日(日)の抽選会にご出席ください。 
詳しくはセンター窓口までお問合せ下さい。 

令和 5 年度 ロッカー ・ 棚 ・ 倉庫スペース  
利用申し込みについて 

●さだ生涯学習市民センターのホームページで、サークルのメンバー募集をされませんか。 
＊活動分類ごとに、サークル団体をご紹介させていただきます。 
＊ご紹介内容は、「団体名」と「活動内容紹介・サークル PR」です。 
＊ホームページを見てご興味をもたれた方へ詳しくご案内するため、 
 団体紹介カードのご提出をお願いいたします。 
＊当センターで活動される団体に限ります。 
※ホームページの掲載をご希望の方はセンター窓口にお申し出ください。 

●さだ生涯学習市民センターで活動中のサークルを、ホームページでご紹介しています。 
＊何か始めたいけど、何がしたいのか探している・・・。 
＊楽しい出会いをしたいけど、きっかけがなくて・・・。 
＊好きなことを学びたい！趣味を増やしたい！やりがいを見つけたい・・・etc 
※たくさんのサークルが活動しています。ご興味のあるサークルが見つかったら、 

   センター窓口にお申し出ください。サークル団体の詳細をご案内いたします。 

ホームページはこちらから 



 

参加 

無料 

【会場】2 階 和室 
【対象】一般(小学 2 年生以上) 
【定員】先着 16 名 
【内容】大人気「カタン」を使用 
【申込】3/1(水)10:00～ 

電話・窓口にて 

子どもから大人まで、はじめての方も大丈夫。 
ゲーム方法は丁寧にレクチャーします。 
ボードゲームを楽しみながら、みんなで交流しよう！ 

■お問合せ■お問合せ■お問合せ■お問合せ                さだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センター        電話電話電話電話 050050050050----7102710271027102----3133313331333133    FAX 072FAX 072FAX 072FAX 072----831831831831----5337533753375337    

  

 

 

  

*** Sada Information *** 

さだ・まきの文化創造プロジェクト 
公式 YouTubeチャンネル 

■お問合せ■お問合せ■お問合せ■お問合せ                さだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センター        電話電話電話電話 050050050050----7102710271027102----3133313331333133    FAX 072FAX 072FAX 072FAX 072----831831831831----5337533753375337    

さだ活動委員会からのお知らせ 

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、講座やコンサートなど、様々なイベントを 
企画・運営しています。 
●生涯学習市民センターの利用団体関係の方 
●生涯学習市民センター事業に関心のある方 
●地域活動に意欲のある方 
私たちと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下さい。 
 

さだ活動委員会活動委員を募集しています 

フランス料理教室 
2/19(日) 10:00～14:00 

チャンネル登録を
よろしくお願いい
たします。 
   

様々な動画をアップロードしております。 
今月は、短くなったチョークのリサイクル方法を 
配信いたします。お楽しみに！ 

ひなまつりの集い 
お雛様のお話と、折り紙でひな人形を作ります。 
3 月 4 日(土) ①10:00～  ②13:00～  
【会  場】2 階 和室  【定  員】各回１０名 
【参加費】各回 100 円(ひなあられと甘酒付き) 
【申  込】2/15(水)午前 10:00～電話・窓口にて 

【対  象】 ： 18 歳以上 ※料理好きな方 
【参加費】 ： 2,500 円 
【定  員】 ： 先着 16 名 
【持ち物】 ： エプロン・布巾２枚・ 

三角巾・筆記用具 
【申  込】 ： 2/1(水)10:00～電話・窓口にて 

家庭でできるミニ 
コースを学びます

※2/5(日)「冬の映画鑑賞会」、2/14(火)「チョコレートの世界へようこそ」は定員に達しましたので 
受付を終了しました。 

  

初初初初めてのパンめてのパンめてのパンめてのパン作作作作りりりり    
基礎から丁寧に教えます（連続講座） 

◇3 月 11 日(土) 10:00～11:30 
「ベーコンとほうれん草のクッペ」 
◇3 月 25 日(土) 10:00～11:30 
「ナッツとチョコのクッペ」 

【会 場】３階 料理室 
【対 象】18 歳以上(高校生不可)  
【参加費】各回 1,800 円 
【定 員】各回先着５名 
【持ち物】エプロン、布巾 2 枚、三角巾、筆記用具 
【申 込】3/1(水)10:00～電話・窓口にて 

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。対策を講じたうえで、講座やイベントを開催いたします。対策を講じたうえで、講座やイベントを開催いたします。対策を講じたうえで、講座やイベントを開催いたします。但但但但

しししし、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。、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。、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。、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。    

※２回とも受講いただけ
る方を優先とします。 



★写真は、昨年 12 月に開催したお楽しみ会の様子 

申込受付：2 月 5 日（日）10:00～ 総合窓口・電話（０５０-7102-３１１７）へ 

 

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■お問合せ■お問合せ■お問合せ                さだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センター        電話電話電話電話 000050505050----7102710271027102----3133313331333133    FAX 072FAX 072FAX 072FAX 072----831831831831----5337533753375337    

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。参加希望の方やご質問のある方は、お気軽にお問合
せください。また、あなたの周りに日本語がわからなくて困っている方がいらっしゃっ
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■お問合せ■お問合せ■お問合せ                さだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センターさだ生涯学習市民センター        電話電話電話電話 050050050050----7102710271027102----3133313331333133    FAX 07FAX 07FAX 07FAX 072222----831831831831----5337533753375337    

さだ若葉まつり 
 

5 月 27 日(土)・28 日(日)開催予定 
参加申し込み受付中！(2/28 締切) ※詳細は 2階窓口で配布する申込資料をご覧ください。 
 「さだ若葉まつり」は、さだ生涯学習市民センターで活動する参加団体で構成する｢さだ若葉 
まつり実行委員会｣と、さだ生涯学習市民センターとの共催で開催いたします。 
「さだ若葉まつり｣を通して､活動団体や様々な世代の方々が交流する機会を持ち､周辺住民の 
方々が生涯学習市民センターに慣れ親しんでいただくことを目的としています。 
※参加資格：原則として、さだ生涯学習市民センターで継続的に活動している団体とします。 

第 15 回 

毎週火・金曜日 10:00～12:00(祝日は休講) 参加は無料です。 

さだ若葉まつり実行委員会からのお知らせ 

ご存知ですか？ 
スマート貸出サービス 

 

 

貸出カードを忘れても 貸出できます！ 

※同一内容の講座を牧野図書館・香里ケ丘図書館でも開催します。 
お問い合わせ・お申し込みは参加希望の図書館へお願いいたします。。。。    

2 月 26 日（日）  
１４：００～１６：00 

さだ生涯学習市民センター 3 階ホール 
小学生以上 定員 40 名（先着） 

元南海電鉄運輸教習所長の 
谷口保孝さんを講師にお迎えし、 
関西の鉄道の歩み・型や記号など、鉄道に 
まつわるいろいろなお話をうかがいます。 

鉄道 

おもしろ講座 

スマートフォンやタブレットの画面が貸出カードと
なり、窓口で貸出手続ができるサービスです！ 
くわしくは図書館 HP にてご案内しています。 



としょかんおやすみ 
27 日(月) 
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 月ノヒカリ 
8・22 日(水) 11:00～12:00 
ふれあいルーム ひよこっこ 
3・17 日(金) 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 
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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 か ら の お 知 ら せ ２月のおはなしかい２月のおはなしかい２月のおはなしかい２月のおはなしかい    

展 示 本 

一般向け キセキ 
それは、とんでもない超自然か、 
目を見張る絶景か、単なる偶然か・・・ 
「奇跡」って気になる言葉、なんだかワク
ワクしてしまう。そんな奇跡をページの
間に閉じ込めた本をご紹介します。 
 

こどもむけ おに と チョコレート の本 

展示期間：１月２４日～２月２６日まで 

２月３日は節分せつぶん、 
２月１４日はバレンタイン だね！ 
こんげつは、「おに」 と 「チョコレート」 の 
おはなしをたくさんあつめてみたよ！ 

 

図書館員おすすめの一冊 
『英語ができない私をせめないで！』 

      小栗お ぐ り  左多里さ お り ／著  大和書房 
 「英語が話せるようになりたい！」 

そう思い立って勉強しようと意気込み、いろいろ試して、
挫折。なんていうこと、ありませんか？  私は何度もあり
ました。飽き性で覚えの悪い自分が憎い……！ と思った
こと星の数。同じ失敗を繰り返し、コンプレックスさえ抱い
てしまうのです。 
 そんな挫折を繰り返して、すこし気分が下がっているとき
におすすめの一冊！ 
 著者は『ダーリンは外国人』を描いた漫画家の小栗左多里
さん。彼女が「英語を勉強しよう！」と思い立ち、「『have』
って何？」というスタート地点からいろいろな勉強方法を試
した体験談を気さくに漫画と文章で描いており、挫折した
人あるあるな体験談にホッと、そしてクスッとできる内容で
す。 
 そんな彼女が辿り着いた勉強法とは？  英語に挫折した
ことがある人には、ぜひとも息抜きに読んでもらいたい本
です。 

（えびのしっぽ） 


