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ワーカーズふろむさやま 
顔を知りあう関係づくりのために☆ 

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】 
■牡羊座・Ｂ型 
■好きな花：コスモス 
■好きな季節：秋 

■休みの日には： 

コーヒーを淹れて好きな音楽を聴く 

■大阪狭山の好きなところ： 

狭山池の遊歩道   

季節を肌で感じることができるし、夕焼けがと

ても美しいと思える瞬間がある 

石田 加代子 (いしだ かよこ) 

『ワーカーズふろむさやま』さんは、「住み続けたい街

はわたしたちの手で」をミッションに大阪狭山市を拠点に

高齢者の介護相談や介護への社会的理解を促す活動を進

める NPO さんです。 

公民館でのサロン活動は、平成 22 年 7 月からスタート。

現在は、ふろむさやまのお茶する映画する仲間の会『とも

にみる at 公民館』と称して、お茶は出ませんが一緒に映

画を観て、お話をする機会をつくられています。作品を選

ぶ時には“心に訴えかけられるもの”をと心がけられてい

るそうです。 

代表の岡本さんは「ここに来られる人は元気。でもこの

先、まわりに困っている人がいたり、本人がしんどくなっ

た時に相談してもらえたら」「この活動を通して顔を知り

あう関係ができ、街や介護を考える仲間が増えるとうれし

い」とおっしゃってました。お話をお伺って、一つ一つの

出会いを大切に、活動をされていると感じました。 

公民館での活動日は月 1 回程度。水曜午後 1 時 30 分~ 

近々の作品は 11 月 27 日『愛する』、12 月 18 日『赤い

鯨と白い蛇』。 

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。 

長男が幼稚園に上がる時期に、大阪狭山市に引っ

越してきました。当時は近くにさやま遊園地があ

り、近所の子ども達と一緒に、プールやスケートを

楽しんだのも、懐かしい思い出です。満開の桜の前

でよく記念写真も撮りました。 

 

子ども達は、学校からの施設見学で公民館を知

り、公民館まつりでは友達といっしょに模擬店やス

タンプラリーを楽しんでいました。 

私は、パソコンや親まなびの講座に参加。初めて

パソコンをさわり、パラパラまんがを作りました

が、公民館の担当の方もフォローしてくれたので、

安心して参加できました。 

 

その時に感じたあたたかい気持ちをこれからも大

切にしていきたいと思います。 

実施しました 

ふれあいライブ＆ 
はばたきフェスタ 

9 月 7 日(土)。ふれあいライブ『音でつながるココロ
とココロ』を実施しました。 
「演奏するだけでなく企画からいっしょに参加し、みん
なであたたかいライブをつくりあげよう！」公民館の呼
びかけで講座 音楽空間プロデュース『音でつながるコ
コロとココロ』に集まり、ライブの企画や運営について
学んだメンバーが、ライブ運営にたずさわりながら、自
らの演奏もこなし、コーディネーターの桜井さんの協力
のもと大活躍されました。 

 

10 月 19 日~20 日の 2 日間。文化福祉ゾーン合同イ

ベント『はばたきフェスタ』が開催されました。天気は

今一つでしたが、多くの方にご来館頂き、にぎやかな 2

日間となりました。 

公民館では、日頃公民館を利用されている団体の方々

が展示や舞台で成果発表されました。また模擬店を出店

してくださいました。さやま未来プランナーが準備して

くれたスタンプラリーにも子ども達をはじめ多くの方

が参加してくれました。 

皆さん、ありがとうございました。 

ふれあい 
ライブ 

はばたき 
フェスタ 
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公民館のおもな予定 
 

【11月の予定】 休館日：11月はありません 
1 日(金) １～３月の利用申請順抽選日 
4 日(祝・月) 新春こどもまつり実行委員会 
8 日(金) おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
15 日(金) ふれあいサロン 
17 日(日) こども文化祭（市こ連主催） 
 

 [展示予定]  
1 日(金)～3 日(日) 大阪狭山ライオンズクラブ 

7 日(木)～10 日(日) 楽雅喜会 
21 日(木)～24 日(日) 絵画同好会一七会 
 

[公民館講座予定] 
●大阪狭山市のミニコミ誌を作ろう key  

1 日・8 日・15 日・22 日・29 日 
●韓国を知ろう！感じよう!! 1 日 
●おとなの寺子屋 in 公民館 1 日 
●すてき女子(じぶん)講座 6 日・13 日・20 日・29 日 
●てづくりおもちゃでトイワールド! 23 日 
●お手軽パソコン 28 日 
●青少年セミナーうどぃ 

2 日・4 日・9 日・11 日 ｆｓｄ・18 日・23 日・25 日 
 

【12 月の予定】  
休館日：29 日(日)～31 日(火) 

1 日(日) １～３月利用申請会 
7 日(土)・8 日(日) フェスタにんげんばんざい（市主催） 
13 日(金) おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
14 日(土) 新春こどもまつり実行委員会 
15 日(日) 大掃除 
29 日（日）～31 日(火) 休館日 
 

[展示予定] 
20日(金)～22日(日) 大阪狭山市立公民館ステンドグラスクラブ 

 
[公民館講座予定] 
●すてき女子(じぶん)講座 4 日・11 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 13 日・20 日 
●てづくりおもちゃでトイワールド! 23 日 
●お手軽パソコン 26 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 
１０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。 

長らく、ご不便をおかけしておりまし

た耐震補強工事等、皆さんのご協力のお

かげで無事終了いたしました。 

ありがとうございました。 

今後とも、公民館をよろしくお願いい

たします。 

 

公民館、耐震補強工事等、 

工事終了しました。 

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』 
11 月広報『ワードで年賀状』 

12 月広報『エクセルで作る料理レシピ』 

 

『おとなの寺子屋 in 公民館』 
11 月広報『情報発信ツール②ソーシャルメディア

を活用しよう』 
 

＊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。 

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４号》 

こうみんかん通信 

【イベント予告】 
 
 
 
 

新春こどもまつり２０１４ 
平成２６年１月１２日（日） 

午前１０時～午後３時３０分 開催予定 

公民館前に広いスペースができました 

多目的トイレができました 耐震補強もされました 


