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劇団てるてるぼうず 
良い芝居を明るく楽しく創っておら
れるサークルです。初心者の方、大
歓迎♪ 

 平成６年に創立して、現在１０名で活動されていま
す。なんと初めてのお芝居の公演が公民館で開催された
とのこと。 
みなさん、お仕事をされながら、趣味として参加されて
いるそうです。自分たちで、役者だけでなく、音響・照
明・衣装や道具など、舞台をするのに必要なものをすべ
て、全員で創りあげているそうですよ。 
 「好きなこと・やりたいことをやって、お芝居が出来
上がっていく過程が日々楽しい！」と仰っていました。
お芝居を見てくれた人が幸せな気持ちで帰ってもらい
たいので、ハッピーエンドにこだわった劇団だそうで
す。そのハッピーエンドのお芝居は、７月８日(土)の１
８時からと９日(日)の１３時から公民館の大集会室で
公演されます。 
 活動は月に 1 回、基礎練習をしています。公演の半
年前になると週１回～３回活動されます。詳しい日程は
公民館までご連絡ください。 
メンバーを募集されています。高校生以上の人で、初

心者の方大歓迎！お芝居をやったことがなくても大丈
夫なので、是非一度見学・体験に来てください。 

 

 

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。 

夏休み学習会 2017 
     参加募集はじまります!! 

申込締切：7 月 10 日(月)必着 

 

 興味を持たれた方は、公民館（072-366-0070）まで

ご連絡ください。 

 

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。 

 

調理実習室は、２階図書館に続く廊下沿いにあ
るお部屋です。９台の調理台にはそれぞれ、流し
台、コンロ、オーブンレンジが備えつけされてい
ます。道具も新しいものばかりではないですが、
色々な用具が揃っています。 
不定期に市の事業や講座で使うことの方が多

く、現在、定期的な活動はそば打ち、草木染めの
クラブさんのみ。もっと有効活用していきたいと
考えているお部屋です。 
サークルをつくって、仲間とお料理づくりなど

いかがですか？ 

《調理実習室》 

【面積】98.0 ㎡ 
【定員】48 人 
 

料
金 

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 

1,500 円 1,800 円 1,500 円 
 
  

●準備室付属 ●調理台 ９台 ●丸いす 50 脚  

●冷蔵庫 2 台 ●まな板 ●包丁 ●調理用具 

●食器類 など 

※洗剤・スポンジ・ふきん等消耗品はありません 

 (平成 29 年 6 月 30 日現在) 

子どもたちに、夏休みにいろんな体験をしてもらいた
い。そんな想いを込めて、今年も『夏休み学習会』を実
施します。 
市内の幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校には、
詳細が記載されたチラシを配布。 
広報にも募集情報が載っています。興味がある内容を選
んで申し込んでくださいね。 

 
●ミニチュアバス路線地図を作ろう！ 
●かんたんおやつをつくろう①、② 
●プラネタリウムと天文工作 
●eco レンジャーになろう！ 
●カプラを積み重ねよう！ 
●やってみよう！スポーツチャンバラ 
●カラーアナライザーをつくろう！ 

~光と色を楽しむ科学工作~ 
●みらい◇はばたきっず 妖怪ハットを作ろう!! 
●さやま音頭とかんたん夏の工作 
●マーブリングを楽しもう①、② 
●万華鏡の世界 
 
※詳しくは、市広報誌 7 月号、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。 

他にも、まだまだあります☆ 夏の講座 
●夏の天体観望会 

●『かがく実験で未来のノーベルかがく賞！』 

①エネルギーを作りだす電池四兄弟（太陽・二次・
燃料・熱電）、②海中ロボットが見守る海の健康、
③顕微鏡で見るミクロの世界―色彩と結晶―、④
リニアの世界・超伝導・磁石の不思議 
 

●『キッズまちゼミ in 公民館』 

 おおさかさやまのお店の方々に教わる 12 講座 

●脱出アドベンチャーゲームASOBOSAI part.2 
 
※詳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。 
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公民館のおもな予定 
 
 
 

【７月の予定】 休館日：31 日(月) 
 

21 日（金）ふれあいサロン 
30 日（日）はばたきフェスタ発表の部 部会 

 
[展示予定]   
5 日(水)～9 日(日) 大阪狭山洋画研究会 

 
[公民館講座予定] 
 
●ワード基礎 1 日・8 日 
●はじめてパソコン 1 日・8 日・15 日・22 日・29 日 
●簿記講座 7 日・14 日・21 日・28 日 
●作曲講座 10 日 
●スイーツ♡研究会 12 日 
●ふれあいライブ（会議） 14 日 
●脱出アドベンチャーゲーム ASOBOSAI 17 日 
●夏休み学習会 21 日・24 日～28 日 
●青少年セミナーうどぃ 

1 日・3 日・10 日・15 日・17 日・22 日・24 日・29 日 
 
 

【８月の予定】 休館日：31 日(木) 
 
18 日（金）ふれあいサロン 
28 日（月）星空とクラッシック 

    (プラネタリウム活用) 
[展示予定]  
8 月の展示の予定はありません 

 
[公民館講座予定] 
●スイーツ♡研究会 2 日・30 日 
●夏休み学習会 2 日・3 日・8 日 
●簿記講座 4 日・18 日・25 日 
●みらいはばたきっず(かがく実験) 4 日・5 日 
●夏の天体観望会 6 日 
●みらいはばたきっず（キッズまちゼミ） 9 日 
●ふれあいライブプレワークショップ 26 日 
●ためしてレクスポ(スポチャン) 29 日 
●青少年セミナーうどぃ  
 5 日・7 日・12 日・14 日・26 日・27 日 

 
６月３０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。 

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２６号》 

こうみんかん通信 

はばたきフェスタに向けての 

会議がスタートしました。 

 11 月 4 日(土)、5 日(日)に実施予定の『はばたきフ
ェスタ』の参加団体さんによる第 1 回全体会、展示・
発表・模擬の各部会、そして、第 1 回はばたきフェス
タ実行委員会を実施しました。当日に向けて、公民館
も事務局として、参加団体の皆さんと一緒に会議、準
備を進めていきます。当日をお楽しみに♪ 
 

 今年の夏休みは、例年以上にこども向け講座
が盛りだくさん☆ 
 7月 1日から募集が始まります！ 
 『夏休み学習会』１１講座、『かがく実験』４講
座、『きっずまちゼミ in公民館』１２講座、そして、
『脱出アドベンチャーゲームASOBOSAI（あそぼーさ
い）Part.2』。 
 興味がある内容を選んで、ぜひ、いろんな体
験をしてみてください。 
 たくさんのこどもたちが、公民館に訪れてくれる
こと、楽しみにしています♪ 

      熱中症予防のために 
梅雨、初夏とまだカラダが暑さに慣れていないこの
時期、熱中症に気をつけましょう。 
  

●暑さに負けないカラダづくりをつづけよう 

  ①「水分を」こまめにとる 

  ②「塩分を」ほどよくとる 

  ③「睡眠環境を」快適に保つ 寝不足は危険です 

  ④「丈夫なカラダを」つくろう 

●日々の生活の中で暑さに対する工夫をしよう 

  ①「気温と湿度を」いつも気にかけよう 

  ②「室内を」涼しくしよう 

  ③「衣服を」工夫しよう 

  ④「日差しを」よけよう 

  ⑤「冷却グッズを」身につけよう 

   

  日本気象協会『熱中症ゼロへ』参照(https://www.netsuzero.jp/) 

 


