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公民館クラブ紹介 数珠つなぎ⑯ 
 大阪狭山市立公民館 

ステンドグラスクラブ 
公民館講座から誕生した、活動歴 22 年のクラ
ブさんです。色とりどりのガラスから、素敵な
ステンドグラスになって、灯りを入れる瞬間が
最高！だそうです。 

 

公 民 館 施 設 紹 介  

公民館にはたくさんの部屋があります。公民館の
お部屋を紹介していきます。 

 

この枠に登場して頂ける団体を募集しています。 
詳しくは、公民館事務所まで。 

集会室２は、３階プラネタリウム室側にあり
ます。 
公民館には面積が 49 ㎡のお部屋がたくさん

ありますが、その中で集会室２は、長机とイス
が備品としてあるので、文化活動にも使い勝手
の良いお部屋です。 
音楽をされる利用団体が増えてきており、現

在このお部屋も他の利用者の方にご迷惑になら
ない範囲で音楽での利用も可能としています。 
音楽の他に、ダンス、水墨画、切り絵、詩吟

の団体・サークルさんがよく利用されているお
部屋です。 

●こうみんかん☆ラボ 
まちをいかす～聴くこと話すことからはじめよう☆～ 

11/18(水)19:00～21:00 ここが面白い大阪狭山の歴史 

11/23(祝)13:00～16:00 (フィールドワーク) 

 歴史の視点で“まち”を歩いてみよう 

12/16(水)19:00～21:00 人生を変えた公民館 

※各回ごとの申し込みも可能です。 

●心が弾むリズム遊び♪ 12/6(日)10:00～11:30 
 
※詳しくは、市広報誌もしくはチラシをご覧頂くか、公民
館(366-0070)までお問い合わせください。 

 
※１月～３月にもいくつか講座を実施する予定です。 
市広報誌、チラシ等による募集になりますが、またご確
認の上、ぜひご参加ください。 

興味を持たれた方は、公民館事務所までお問合せく
ださい。 

 

      ★毎年恒例★ 

新春こどもまつり２０１６ 
 

 

平成 28 年 
1 月１０日(日)10:00~15:30 

 

みんなでつくる☆ 

子どもたちの体験・学びの楽しい一日

♪ 

《集会室２》 

【面積】49.0 ㎡（縦７m×横 7m） 
【定員】30 人 
【床素材】Ｐタイル 

料
金 

午前 
9:00～12:00 

午後 
13:00～17:00 

夜間 
18:00～21:00 

1,000 円 1,200 円 1,000 円 
 
  
●長机 12 台  ●パイプ椅子 20 脚 
●教卓 1 台 
●ホワイトボード 

 (平成 27 年 10 月 31 日現在) 

 今は 16 名の方が、活動されています。 
 ステンドグラスとして完成したものは目にする
のですが、初めて出来上がるまでの工程をお聞きし
ました。ガラスを切ってルーターで削り、カッパー
テープを貼る。ハンダ付けをして、綺麗に洗って仕
上げをするのだそうです。 
 完成して灯りを入れた時、ガラスの表情がガラッ
と変わり、何とも言えない喜びとのこと。作った人
ならではの醍醐味ですね。心が豊かになり、癒され
るそうです。 
 それぞれ色使いや、デザインに個性があるので、
名前を聞かなくても誰の作品かすぐにわかるとの
こと。 
 「ステンドグラスクラブ展」が 11 月 27 日～29
日(10:00～18:00)迄、公民館多目的室で開催され
ます。毎年、素敵な作品が出展されていますので、
ぜひお立ち寄りください。 
 活動の見学も可能。毎週土曜日 13:00~17:00
工作室１を利用されています。 

ふれあいミニライブ♪＆カフェ 

イラストはイメージです 

１２月１９日(土)12:00～ 

ふれあいフロアにて 

ミュージックベル、フルート、 

ビオラ、マンドリン等の演奏 

や歌をお楽しみください♪ 

カフェも併設します。 

入場料  無料  
飲み物代 1 杯 100 円 

(ホットコーヒー・紅茶) 



10 月 17 日～18 日の 2 日間。文化福祉
ゾーンの合同イベント『はばたきフェ
スタ』が開催されました。心配された
お天気も、何とか晴天に恵まれ、6,000
人を上回る、たくさんの方々にご来館
頂き活気あふれる2日間となりました。 

 公民館では、はばたきフェ
スタ実行委員会の各団体の
方々が展示や舞台で日頃の成
果発表そして模擬出店してく
ださいました。 

５ 
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公民館のおもな予定 
 

【１１月の予定】 休館日：30 日（月） 
8 日(日) 第 1 回新春こどもまつり実行委員会 
13 日（金）おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
15 日（日）こども文化祭(市こ連主催) 
20 日（金）ふれあいサロン 
 
[展示予定] 
1 日(日) 一七会 
3 日(火・祝) 新日本婦人の会大阪狭山支部 
4 日(水)～7 日(土) 大阪狭山ライオンズクラブ 
26 日(木)～28 日(土) あまの街道と陶器山の自然を守る会 
27 日(金)～29 日(日) 大阪狭山市立公民館ステンドグラスクラブ 
 
[公民館講座予定] 
●親子で里山探検！～秋の里山編～ １日 
●ハートフルセミナー 5 日 
●EXCEL 基礎 7 日・14 日・21 日・28 日 
●成人大学講座 7 日 
●『大阪狭山市の歴史』を読む～狭山池編～ 10 日 
●はじめて体験《ミュージックベル》 12 日 
●はじめて体験《詩吟》 14 日 
●まちをいかす 18 日・23 日 
●狭山のシェフに学ぶおいしい時間 Part1 19 日 
●青少年セミナーうどぃ 

7 日・9 日・16 日・21 日・23 日・28 日 
 

【１２月の予定】  
休館日：29 日(火)～31 日(木) 

5 日(土)・6 日(日)  フェスタにんげんばんざい(市主催) 
6 日(日) こころが弾むリズム遊び 
      (共に生きる地域の”絆“プロジェクト委員会主催) 
11 日(金） おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
12 日(土） 第 2 回新春こどもまつり実行委員会 
13 日(日) 大掃除 
18 日(金) ふれあいサロン 
19 日(土) ふれあいミニライブ♪＆カフェ 
 
[展示予定] 展示はありません 
 
[公民館講座予定] 
●まちをいかす 16 日 
●青少年広場バームクーヘン作り 27 日 
●青少年セミナーうどぃ 

5 日・7 日・12 日・14 日・19 日・21 日 
10 月 31 日現在 

※公民館講座参加には事前申込が必要です。 
既に募集が終わっている講座もありますので、詳しくは公民館
迄お問い合わせください。 

※諸事情により予定が変更になる場合があります。 

開館日・開館時間 

 月曜日～日曜日の午前９時～午後９時 

休館日：月末日(土日祝・振替休日の場合は開館) 

年末年始(12 月 29 日～翌年１月４日) 
※貸館使用時間は午前[9:00～12:00]、午後[13:00～

17:00]、夜間[18:00～21:00]に区分されています。 
利用料金も異なりますので、詳しくは、公民館事務所ま
でお問合わせください。 

《第１６号》 

こうみんかん通信 

実施しました 

   はばたきフェスタ 
 

プラネタリウム投影 
リクエスト募集中!! 

 公民館にはプラネタリウムがあり、毎週日曜日
の午後から通常投影を実施していますが、それとは
別に、違う曜日・時間帯で、皆さんからのリクエス
トにお応えして、プラネタリウムの投影をさせて頂こ
うと企画しました。 
 秋から冬に季節が変わり始めると、夜空の様子
も変わり、冬の星座が明るく光るのを見ることができ
ます。 
 プラネタリウムでは、そんな星々の説明が可能
です。仲間が集まって、家族で、またサークルの皆
さんで、季節の星・星座についての解説を聴き、ま
た、プラネタリウムの満天の星を楽しみませんか。 

日程・内容については要相談。投影希望日の 2
ヶ月前までにご連絡ください。 
【対象】市内団体・サークル・ご家族・お仲間等 
【定員】１０人～５９人 
【投影時間】約 1 時間 


