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 楽楽カホンサークル 

カホンは、ペルー発祥の打楽器です。 

みんなで楽しくたたいてみませんか！ 

公民館からのお知らせ 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。平成 27 年 4 月で２期目に突入、今年は７
年目を迎えます。この春、異動があり、新メンバー
が入りましたので、ご紹介させて頂きます。 

【プロフィール】 

■かに座・Ｂ型 

■好きな○○：映画、音楽、見

知らぬ場所をぶらぶら歩くこと 

■休みの日には：ぶらぶら散歩 

■大阪狭山市の好きなところ： 

夕暮れ時の狭山池、おわり坂か

ら見る空 

岩切 久幸 (いわきり ひさゆき) 

サークルができて 4 年目。現在 15 人の女性メンバーで

活動されています。 

サークル名の“楽楽”は、楽しく！楽(らく)に！という言葉

からきているとのこと。 

 カホンは、スペイン語で“箱”という意味で、ドラムの代

わりに叩くこともあるそうです。 

 公民館では“はばたきフェスタ”や“ふれあいライブ”に

参加されているので、叩かれているカッコイイ姿を見られ

た方もいるかも…、「お声がかかれば、どこへでも演奏に

行きます！」というパワフルな皆さんです。 

 とにかく名前の通り、楽しく仲良く叩いていますので、

ぜひ見学してくださいとのことです。 

男性も大歓迎ですが、もちろん女性もＯＫ。「子どもさ

んを連れて来られても、メンバーで保育しますよ」と心強

い言葉をいただきました。 

 月３回火曜日の午前中、主に集会室１で練習されていま

す。そのうち２回は先生が来られています。若くて、素敵

なイケメン先生ですよ。 

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。 

大阪狭山に転居してから 28 年、人生のほ

ぼ半分をこの地で過ごしてきました。 

 大阪の工場街で生まれた身としては、

日々自然が感じられる大阪狭山は、魅力あ

ふれる街でした。家族の成長と「春夏秋冬」

の四季の移ろいは、そのまま記憶の１ペー

ジになっています。 

 公民館は、子どもが小さい頃からいろん

なイベントに参加していた場所です。 

 今回、その場所で働くにあたり「地域社

会の集いの場」として公民館が果たす役割

の大きさをひしひしと感じています。 

 元気溢れる子どもから経験ある大人ま

で利用者のみなさんの好奇心が新たな笑

顔につながるよう努めてまいります。 

●公民館利用サークル紹介コーナー 
     をプチリニューアルしました。 

公民館に活動の場を探しにやって来られる方もた

くさんおられるので、色々な情報を見やすくして

いきたいと考えています。その手始めとして、公

民館利用サークル紹介コーナーをプチリニューア

ル。ジャンルを以前より小分けにしてみました。 

階段横にはメンバー募集のポスターがあり、事務

所には公民館利用サークルの一覧表を用意してい

ますので、事始めの時には参考にしてください♪ 

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。 

おでかけ公民館 
5 月 5日(木)Go!Go!ふれあいの里ワールド 

“まきまきパンづくり”で出店します♪ 

5 月 5 日(祝・木)こどもの日。ふれあいの里では
無料開放に合わせて“GO!GO!ふれあいの里ワール
ド”が開催されます。今年も“おでかけ公民館”とし
て、まきまきパンの体験コーナーで出店。 
自分で棒に巻きつけてパン 
を焼く体験をして頂きます。 
小雨決行で実施しますので、 
ぜひ、体験にお越しください。 
詳しくは、広報 5 月号を 
ご覧ください。 
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公民館のおもな予定 
 

【５月の予定】 休館日：３１日（火） 
 5 日（木）おでかけ公民館（ふれあいの里にて） 
13 日（金）おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
20 日（金）ふれあいサロン 

[展示予定]  
12 日(木)～15 日(日) フォレスト１０ 
17 日(火)～19 日(木) みづ絵 
26 日(木)～29 日(日) 遊彩 

[公民館講座予定] 
●街のすぐれもの講座 7 日・18 日 
●照明講座 7 日・14 日・21 日・28 日 
●成人大学講座 11 日・18 日・25 日 
●親まなび講座 11 日・25 日 
●青少年セミナー募集説明会 14 日 
●初めてのパソコン 14 日・21 日・28 日 
●はじめてみよう！タブレット 14 日・21 日・28 日 
●すまいる・レク♪ 18 日 
●狭山のシェフに学ぶおいしい時間③ 19 日 
●ふれあいライブ会議 27 日 
●おとなのＥＸＰＯ 27 日・29 日 
●青少年セミナーうどぃ 

9 日・14 日・16 日・21 日・23 日・28 日・30 日 

【６月の予定】 休館日：３０日（木） 
10 日（金）おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
17 日（金）ふれあいサロン 
19 日（日）はばたきフェスタ全体会 

[展示予定]  
2 日(木)～5 日(日) いきいき写真くらぶ 
9 日(木)～12 日(日) 大阪狭山洋画研究会 
22 日(水)～25 日(土) フォレスト１１ 

[公民館講座予定] 
●おとなのＥＸＰＯ 1 日・5 日 
●成人大学講座 1 日・8 日 
●街のすぐれもの講座 4 日・15 日 
●照明講座 4 日 
●初めてのパソコン 4 日・11 日・18 日 
●親まなび講座 8 日・22 日・29 日 
●おとなの寺子屋 in 公民館 10 日 
●EXCEL 基礎 11 日・18 日・25 日 
●音響講座 11 日・25 日 
●すまいる・レク♪ 15 日 
●ワード基礎 25 日 
●青少年セミナーうどぃ 

4 日・6 日・11 日・13 日・18 日・20 日・25 日・27 日 
4 月 26 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[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。 

平成 28 年度前期(春夏) 
継続募集中の講座のご案内 
 

《第１９号》 

こうみんかん通信 ●ココだけは押さえたい！昨今の就活事情 
「そろそろ再就職しようかな？」と思われている方、
そんなあなたの為の講座です。今に合った職務経歴
書、面接マナーを改めて学んでみませんか？ 

●木のパーツの組み合わせ♪木工ワークショップ 
木のパーツを組み合わせたり、色を塗ったり。 
オリジナルの木工作品を作りましょう 

●おとなの EXPO2016 
ジャズダンス~気軽に身体を動かしてみよう~ 
音楽に合わせて身体を動かすことを楽しみましょ

う。 

●照明講座 
照明次第でその場の雰囲気はガラッと変わります。 

照明の基本を学び、実際に体験してみませんか。 

●おとなの寺子屋 in 公民館 
インタビュー・短い文章で伝えるコツを聴き体験し
てみましょう。 

●すまいる・レク♪ 
毎月第３水曜日に実施予定です。気軽にご参加ください。 
 
 
 
 
 
 

※詳しくは、公民館事務所(366-0070)までお問
い合わせください。 

新年度がスタートしました。 

 ５月スタートの公民館講座も盛りだくさん。子

ども達から年配の方まで沢山の方に来て頂けそう

です。また５月後半からは、施設見学、プラネタ

リウム夏期団体投影などもあり、子ども達が大

勢やって来てくれる時期でもあります。 

公民館は学びときっかけ、交流の場。だれで

も来ることができる居場所です。そして沢山の情

報が集まる場所でもあります。 

賑やかな公民館にぜひお越しください。 

２０１６．４．６の様子 

●初心者陶芸体験講座『花びんをつくろう』 
７月に実施予定の講座です。小学 4年生～大人まで対象。 

詳しくは、市広報誌６月号をご覧ください。 


