
  

公民館クラブ紹介 数珠つなぎ③ 
 

さやまおりがみ倶楽部 
『ひとに喜んでもらえる』こと
が楽しみとやる気のみなもと♪ 

 

広報掲載の講座案内 

『ワンコインシリーズお手軽パソコン』 
9 月広報『インターネットってどんなもの？』 

10 月広報『簡単！写真加工』 

『おとなの寺子屋 in 公民館』 
10 月広報『情報発信ツール①チラシづくりのコツ

を学ぼう』 
 

＊申込方法など詳しくは、大阪狭山市広報誌をご確認

ください。 

公 民 館 職 員 紹 介   

公民館は指定管理者制度を導入されており、アク

ティオ株式会社が施設の運営管理をさせて頂いて

います。今年度で 4 年目を迎えます。 

現在、１２人の職員がシフトで勤務しています。 

紙面を少し頂いて職員紹介をさせて頂きたいと

思います。よろしくお願いします。 

【プロフィール】 

■A 型・やぎ座 

■好きな楽器：ドラム 

■休みの日には： 

寝る・外食・スタジオに行く 

■大阪狭山の好きなところ： 

人と人とのつながり 

住みやすいところ 

【副館長】芝野 保夫 (しばの やすお) 

『カルチャースクールではなく、ボランティア活動をする
ことを目的にもつ団体です』と最初に教えてくれたのは、
このクラブを立ち上げられた井上さん。 

1995 年に自ら、冊子『おりがみ』を一冊覚えようとい
う講座をされた後、クラブをつくられたそうです。 
自分自身の“できた”うれしさだけでなく、覚えたことを

伝え、相手が喜んでくれて、それがまたうれしい。“おりが
み”など伝承されてきたものには、元気をもらえる力があ
る、『日本で生まれてよかった』と思えることをみんなで
伝えていきたいとおっしゃっていました。 
現在メンバーは約 25 人。定期的に福祉施設に訪れてい

るほか、ジュニアボランティアスクール・はばたきフェス
タ・新春こどもまつり等色んな場面、場所で折り紙を通し
て“できた”の楽しさを伝えられています。 
今年の秋頃には、また冊子『おりがみ』を一冊おぼえよ

うという講座を実施されるとか☆ 
広報要チェックですね♪ 

活動日は、第３・４金曜日 13:00～15:00。 

興味を持たれた方は、まずは公民館までお問い合わせくだ

さい。 

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。 

平成 22 年 4 月から公民館職員として勤務さ

せて頂いています。 

私は、大阪狭山市で育ちました。そのため、

公民館の利用者さんの中に同級生の「おっちゃ

ん」「おばちゃん」や近所の方、子どもの同級

生や保護者の方など顔見知りの方にお会いす

る機会が多く、親しくお話をさせて頂きます。 

しかし、まだまだ公民館を知らない方が多く

おられることにも驚かされます。 

私たちは公民館の役割を果たすと共に、もっ

と広く市民の方に今まで以上に知って頂く努

力をしていくことが重要だと思っております。 

公民館に市民の皆さんが気楽に集い、学び、

つながり合うことができるよう頑張りたいと

思います。 

実施しました 

夏休み学習会 ２０１３ 

7 月 23 日(火)～8 月 7 日(水)、夏休み学習会２０１３
を実施しました。この講座は、夏休みの間に日頃できな
い体験を子ども達にたくさん体験してもらおうと実施し
ている事業です。土笛、木のおはし、アクリルタワシ、
お手玉、poRiff を使ったリサイクルバッグ、電子部品ロ
ボット等の物づくりの講座、そして落語、ストリートダ
ンス、さやま音頭などを体験できる講座、そして放射線
についての学びの講座等 12 の講座を子ども達を対象に
実施しました。 
総勢２３２人の子ども達が公民館に訪れてくれて、と

ても賑やかなエネルギーあふれる期間でした。 

『公民館だより』が９月広報に折り込まれ、
秋冬講座の募集も始まっています。ぜひお申
し込みの上、ご参加ください。 
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公民館のおもな予定 
 

【９月の予定】 休館日：30 日(月) 
1 日(日) １０～１２月利用申請会 
7 日(土) こうみんかんライブ 
13 日(金) おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
20 日(金) ふれあいサロン 
22 日(日) 平成２５年度はばたきフェスタ全体会・部会 
30 日(月) 休館日 

[展示予定]  
10 日(火)～14 日(土) 水彩「悠」 

21 日(土)～24 日(火) 水彩画・なかま 
26 日(木)～29 日(日) 水彩画クラブ楽彩 
 

[公民館講座予定] 
●防災講座 21 日 
●親子で体験！自然と大阪狭山 23 日 
●お手軽パソコン 26 日 
●大阪狭山市のミニコミ誌を作ろう key 27 日 
●青少年セミナーうどぃ 

7 日・9 日・14 日・16 日・21 日・23 日・28 日 
 
 

【10 月の予定】 休館日：31 日(木) 
11 日(金) おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
19 日(土)・20 日(日) はばたきフェスタ 
31 日(木) 休館日 

[展示予定] 
5 日(土)～7 日(月) 水彩画コスモスの会 

8 日(火)～11 日(金) 狭山水彩画教室 
22 日(火)～26 日(土) 七彩同好会 

 
[公民館講座予定] 
●韓国を知ろう！感じよう!! 1 日・8 日・15 日・22 日 
●初心者陶芸講座 2 日・3 日・23 日・30 日 
●おとなの寺子屋 in 公民館 4 日 
●大阪狭山市のミニコミ誌を作ろう key  

4 日・11 日・25 日 
●親子で体験！自然と大阪狭山 14 日 
●お手軽パソコン 24 日 
●成人大学講座 26 日 
●おでかけ公民館（ぽっぽえんまつりに参加） 26 日 
●親まなび講座 27 日 
●青少年セミナーうどぃ 

5 日・7 日・12 日・14 日・21 日・26 日・28 日 
８月２８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。 

公民館、福祉センター、保健センター、市史

編さん所、図書館で同時に行われる『はばたき

フェスタ』。 

 公民館では日頃公民館で活動されている団体

の方々が、成果発表をされます。また模擬店を

出店してイベントを盛り上げて頂いています。 

今年度は 10 月 19 日(土)と 20 日(日)に開催予

定です。皆さん、ぜひお越しください。 

 

10 月 19 日(土)・20 日(日) 

はばたきフェスタ開催予定です 

ご存知ですか？ 

『まちのすぐれもの』登録制度 
～あなたの特技、活かしてみませんか～ 

～『まちのすぐれもの』登録制度 

   を活用してみませんか～ 

公民館では、『まちのすぐれもの』登録制度を設

けています。 

市民の皆さんが趣味や仕事を通して修得された

特技・学術と、それを学びたい市民の皆さんをつな

ぐための事業です。 

現在、約９０人の方にご登録頂いています。 

自治会、こども会、ＰＴＡ活動などの学習場面で、

『まちのすぐれもの』さん 

の特技を学んでみませんか。 

また、ご自身の特技を地域 

活動に活かしてみませんか。 

詳しくは公民館事務所まで 

お問い合わせください。 

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[午前９時～午後０時]、午後[午後１
時～５時]、夜間[午後６時～９時]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３号》 

こうみんかん通信 


