
  

公民館クラブ紹介 数珠つなぎ(25) 
 ウクレレ SAYAMA 

ウクレレは、ハワイ伝統の弦楽器です。 

優しい音色でハーモニー 

 

公民館・図書館竣工４０周年記念事業 

『キッズフェス 40』を実施します 

5 月 21 日(日) 

公 民 館 職 員 紹 介   

公民館は指定管理者制度を導入しており、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８年
目を迎えます。この春、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・ＡＢ型 

■好きな○○：サッカー、映画鑑賞 

■休みの日には：のんびり狭山池ウォーク 

■大阪狭山市の好きなところ： 

 志あれば、必ず賛同や協力 

 してくれる人々がたくさん 

 いらっしゃるところ 

松原 一弘 (まつばら かずひろ) 

 ハワイの３つの文化、ウクレレ・フラダンス・ハワイア
ン料理の講座を 9 年前、公民館で開催しました。その講座
から生まれたサークルが“ウクレレ SAYAMA”です。 
 ハワイの伝統楽器ウクレレは、小さなギターのようなか
わいらしい楽器です。弦をはじくとポロロロ～ン♪と、優
しい音色が流れ、南国のようなリラックスしたムードにな
ります。 
 とても気さくな指導者の下、現在男性 4 名、女性７名の
メンバーで、ハワイアンソングにこだわらず、唱歌や歌謡
曲など、様々なジャンルの曲を弾いています。 
 唄を歌いながら両手の指を動かすので脳トレにもなっ
ているのだそうです。 
 ひとりで弾くのも楽しいけれど、皆で音を合わせ、ハー
モニーをつくるのもまた楽しい！ということです。 
 はばたきフェスタでは毎年、公民館大集会室の舞台に立
ち、日ごろの成果を発表しています。その他、ウクレレ奏
者の交流会での演奏、ふれあいライブへの出演、高齢者施
設への慰問等も行っています。 
 活動日は第２、第４金曜日の午前 10 時～午後 0 時 
会員を募集していますので是非一度見学に来てください。 

 

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。 

 この公民館で開催された最初の成人式

に出席していた根っからの大阪狭山市育

ちです。 

 単なる貸し館ではなく、地域の皆さまの

たくさんの笑顔が集まっている場所であ

り続けている事に、今更ながら驚きと安心

を感じています。 

 これからも、この笑顔がいつまでもつな

がっていくように努めてまいります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

５月２１日(日)午前 10 時 30 分～午後 2 時 30 分 
子どもたちがわくわく☆ドキドキできる体験イベント
を実施します。 
人形劇あり、歌ありの特設ステージ、 
体験コーナー、模擬店、こどもだけ 
のキッズフリーマーケット、図書館 
主催の青空リサイクルブックフェア 
など盛りだくさん。 

このほか、 
公民館竣工 40 周年を記念して… 

●クラブ体験月間 
５月１日(月)～5 月 30 日(火)公民館利用団体さんの協
力のもと、日頃の活動を見学したり体験したりできる機
会です。 

●公民館竣工 40 周年記念展示 
５月 15 日(月)～5 月 21 日(日)  

●研修会『好なりたい公民館』 
５月２１日(日)午後 3 時 30 分～午後 5 時 30 分 
それぞれが思う公民館を見える化したいと思います。 
公民館のことだけでなく、ご自身の関わっている事の 
整理にも役立つワークショップです。 

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(金)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・金)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。 
例年、整理券が早々に無くなっ 
てしまいますので、お早めに、 
まずは、お越しください。 
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公民館のおもな予定 
【５月の予定】 休館日：３１日（水） 
1 日(月)～30 日(火) クラブ体験月間 
21 日(日) キッズフェス“４０(よんわ)” 

観劇『天満のとらやん』 
研修会『好なりたい公民館』 

[展示予定]  
15 日(月)～21 日(日) 公民館竣工４０周年記念展示 
24 日(水)～27 日(土) フォレスト１０ 
28 日(日)～30 日(火) 遊彩 

[公民館講座予定] 
●おでかけ公民館（ふれあいの里にて）5 日 
●青少年セミナー募集説明会 13 日 
●はじめての作曲講座 15 日・29 日 
●ためして・レクスポ♪～笑いヨガ～ 26 日 
●あなたの常識・わたしの迷惑 27 日 
●ワード基礎 27 日 
●タブレットの使い方 27 日 
●大人のＥＸＰＯ 29 日 
●青少年セミナーうどぃ 

8 日・13 日・15 日・22 日・27 日・29 日 

【６月の予定】 休館日：３０日（金） 
16 日(金) ふれあいサロン 
17 日(土) ふれあいライブ vol.15 『雨に唄えば』 
18 日(日) はばたきフェスタ全体会 

[展示予定]  
2 日(金)～4 日(日) いきいき写真くらぶ 
8 日(木)～10 日(土) 陶芸クラブ桂 
22 日(木)～24 日(土) みづ絵 
27 日(火)～29 日(木)フォレスト１１ 

[公民館講座予定] 
●初心者向けフランス語 1 日・8 日 
●ワード基礎 3 日・10 日・17 日・24 日 
●タブレットの使い方 3 日・10 日 
●大人のＥＸＰＯ 4 日・6 日・9 日 
●あなたの常識・わたしの迷惑 10 日・24 日 
●はじめての作曲講座 12 日・26 日 
●スイーツ♡研究会 14 日 
●成人大学講座 15 日・22 日・29 日 
●ためして・レクスポ♪～健康吹矢～ 23 日 
●簿記講座 23 日 
●初めてのパソコン 24 日 
●筒型の花器を造ろう 24 日・25 日 
●青少年セミナーうどぃ 

3 日・5 日・10 日・12 日・17 日・19 日・24 日・26 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 2９年度前期(春夏) 
継続募集中の講座のご案内 
 

《第２５号》 

こうみんかん通信 ●あなたの常識・わたしの迷惑 
『常識』『あたり前』『ふつうは…』とよく聞く言葉。
ほんとに、そうなのでしょうか？『常識』って何で
しょう？整理して、今よりちょっと生きやすくしま
せんか？ 

●はじめての作曲講座 
作曲はそのノウハウさえつかめればそれほど難しく
ありません。一緒に曲作りにチャレンジしませんか。 

●おとなの EXPO2017 
鉄道風景をつくってみよう♪～切り株ジオラマ～ 
自分だけの鉄道風景をつくってみませんか。 

●ためしてレクスポ♪5 月～笑いヨガ～ 
笑いの効果とヨガの呼吸を併せたリフレッシュでき
る体操です。 

●ためしてレクスポ♪６月～健康吹矢～ 
吹矢を飛ばすための腹式呼吸は健康にもよく、また
的に当たるとスカッとしてストレス発散です。 

●初心者向けフランス語 
フランス語を学びながら、フランスの文化や国のことを知
りましょう。 
 

※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。 

 今年で竣工 40 年を迎える公民館、５月には、

記念事業をいくつか実施する予定です。 

 そして同時期に色々な春夏講座がスタート!! 

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。 

何かをはじめるのに、とてもよい季節。 

ぜひ、きっかけの一つに、 

公民館にお越しください。 

2017．4．13 の様子 


