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Saya-Lele♪  
ウクレレのサークルです♪ 

素敵な音色に魅了されます。初心者の方大歓迎！ 

一緒に演奏しませんか♫ 

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。この 4 月で５年目を迎えました。 

現在、10 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】 
 
■うお座・O 型 
■好きな季節：春 
■休みの日には： 
最近少し心配な両親の顔を 
見に行き、私もリフレッシュ 
しています。 
■大阪狭山市の好きなところ： 
美味しい学校給食があるところです。子育てするのに
やさしい街だと思います。 

 伊藤 裕子 (いとう ゆうこ) 

Saya-Lele♪さんは、昨年 3 月に実施した公民館
事業「街のすぐれもの紹介デー」のウクレレ講座終
了後、すぐにできたサークルです。 
３月で丸一年。現在、女性 5 名で活動されていま

す。メンバーは、初心者ばかりとのことですが、取
材で訪問させて頂いた時のウクレレの音色には、う
っとりしました。 
とても和気あいあいとした雰囲気で、皆さん口を

揃えて「先生が素敵です」とおっしゃいます。 
ウクレレに出会って、「音楽って素晴らしい！」と

再認識されたそうです。「音楽のある毎日が、とても
楽しい」と語ってくださいました。 
 先生から「ぜひ人前で演奏してみなさい」と言わ
れているそうです。 
演奏会デビューが楽しみですね。 

 活動日は、原則、第一・第三水曜日の午前 10 時
30分~11時30分。集会室２をご利用されています。 

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。 

平成 25 年 10 月から公民館で働いていま

す。祖父母が大阪狭山市で暮らしていたの

で、小さい頃からよく遊びに来ていました。 

大阪狭山市に引っ越してきて、今年で 16

年目になります。こちらで働くようになって

公民館でこんなにたくさんのサークルさん

が元気に活動されていることをはじめて知

りました。いつも皆さんから元気をもらって

います。 

子どもから大人向けにたのしい講座やイ

ベントも開催しています。 

散歩の途中にでも、ぜひ一度のぞいてみて

ください。 

お待ちしています。 

実施しました 

年に一度の 大掃除 

 12 月 21 日(日)。年に一度の大掃除を実施しま
した。今年も 56 団体(約 110 人)というたくさん
の方々が参加してくださいました。利用申請会が
なくなり、ご利用頂いている皆さんと一同に介し
てお会いできる機会が、この大掃除と、2 月に行
われる利用者会議のみになってしまいました。 
 一緒にお掃除をしながら、活動のお話や日頃感
じていることなど聴かせて頂ける機会をありが
たく思っています。 
ご参加頂いた皆さん、ありがとうございました。 

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。 

広報掲載(募集中)の講座案内 

●ハートフルセミナー『ありのままを大切に生きる』 
ありのままを大切に 
アンプティサッカーで世界へ GO! 
~ボールもこころも前へ前へ☆~ 
1 月 18 日(日)午前 10 時~午後 0 時 
 
●おとなの寺子屋 in 公民館 午後 7 時~9 時 
1 月 9 日(金) アイデア発想を楽しもう！ 
2 月 6 月(金) 強みを発見する「視点」をみがく！ 
3 月 6 日(金) 課題解決のアイデアワーク！ 
 
●初心者陶芸体験講座~ 
「食卓彩る親子皿」を作ろう~ 
2 月 28 日(土)・ 
3 月 1 日(日)・22 日(日)・29 日(日) 
 
※詳しくは公民館(366-0070)までお問い合わせください。 

アンプティサッ
カーって？ 
どんなサッカー
かな？ 
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公民館のおもな予定 
 
 

【１月の予定】  
休館日：１日（木）～４日（日） 

9 日（金）おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
11 日（日）新春こどもまつり２０１５ 
16 日（金）ふれあいサロン 
24 日（土）第 3 回新春こどもまつり実行委員会 
 
 

 [展示予定]  展示はありません 
 

[公民館講座予定] 
●おとなの寺子屋 in 公民館 9 日 
●アートバルーンで新春こどもまつりをかざろう 10 日 
●みらい◇はばたきっず 10 日・11 日 
●源氏物語 14 日・26 日 
●タブレットの使い方 17 日・24 日・31 日 
●ハートフルセミナーありのままを大切に生きる 18 日 
●青少年セミナーうどぃ 

12 日・17 日・19 日・24 日・26 日・31 日 
 
 

【２月の予定】  
休館日：２月はありません 

13 日（金）おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
20 日（金）ふれあいサロン 
21 日（土）利用者会議 
 
 

[展示予定]  
21 日(土)～26 日(木) アゼリア 
27 日(金)～3 月 2 日(月) 熟年大学美術科作品展 

 
 

[公民館講座予定] 
●源氏物語 3 日・10 日 
●おとなの寺子屋 in 公民館 6 日 
●初心者陶芸講座 28 日 
●青少年セミナーうどぃ 

2 日・7 日・9 日・14 日・16 日・21 日・23 日・28 日 
 

１２月２５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。 

プラネタリウム 

室内工事のお知らせ 

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。 

この度、プラネタリウムの椅子の交換工事を実
施させて頂くことになりました。つきましては、  
工事期間中、何かとご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。 《第１１号》 

こうみんかん通信 

    【イベント予告】 
 

新春こどもまつり２０１５ 
      平成２７年１月１１日（日） 

    午前１０時～午後３時３０分 開催予定 

工事期間：平成 27 年 2 月 16日(月)～3月 8 日(日)予定 

工事内容：椅子の交換・カーペットの張り替え 

※尚、工事に伴い、期間中“集会室２”が、終日ご利用頂くこと
が出来ません。ご了承ください。 

※プラネタリウム投影は 2 月 15 日(日)で一旦終了し、工事完
了後、再開させて頂きます。 

謹んで新春の 
お慶びを申し上げます 

平成 2７(2015)年 元旦 

旧年中は大変お世話になりました。 

本年もよろしくお願いいたします。 

 

昨年に公募も終え、引き続き 5 年間、公民館

の施設運営をさせて頂ける事になりました。 

新たな 5 年の始まりの年、気持ちも新たに、

公民館が市民のみなさんにとって学びの場であ

り、気軽に立ち寄って頂けるような居場所にな

るよう、更に取り組んで参りたいと思います。 

今年もご協力の程、よろしくお願いします。 

 

公民館職員一同 


