
  

公民館クラブ紹介 数珠つなぎ⑬ 
 

きり絵狭山あじさいの会 

  
絵画とは一味ちがう、きり絵！！ 

描いて切って貼って、一見面倒なイメージです

が、この手間が楽しいのです☆ 

 

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。この 4 月で２期目に突入、６年目を迎えま
す。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】 
■おとめ座・Ｏ型 
■趣味：読書・カラオケ 
■大阪狭山市の好きなところ： 
循環バス。安くて便利 

高田 拓志  (たかだ たくじ) 

きり絵狭山あじさいの会さんは、活動を開始され
てまもなく 30 年というサークルさんです。 
年に一度、展示フロアで展示される 4 月にお話を

伺いました。素敵なきり絵に囲まれながら、パワー
あふれる女性陣が、きり絵の工程を教えてください
ました。まずは写生して絵を描いて、黒い紙を切り
抜いて、後ろから色和紙を貼るとのこと。絵を描く
だけではない作業が大変そうですが、上手・下手で
はなく、その人の個性がにじみ出る作品に仕上がる
そうですよ。きり絵を始めて、物への観察力が鋭く
なったそうです。 
展示会に向けて、年間 3 作品は作成するとのこと。

皆さんでスケッチに出たり、旅行の写真から絵にし
たりと、絶えず題材を探してしまうそうです。 
「まずは手ぶらで結構、手取り足取り、教えます！」
とのこと。絵が苦手、器用じゃないわ、とおっしゃ
る方も、一度見学してみては♪ 
現在のメンバーは 10 名、女性ばかりですが、男

性の方も大歓迎だそうです。 
 
活動日は、原則、第三金曜日の午後 1 時~4 時。 
 

 

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。 

3 月より公民館職員として勤務してお
ります高田と申します。 
勤め始めて改めて感じた公民館の魅力

は、まずプラネタリウムがあることだと
思います。公民館にプラネタリウムのあ
る施設は全国に 5 つしかありません。こ
こがその一つであることは自慢できるこ
とだと思います。そして、図書館が隣接
していることも魅力の一つだと思ってい
ます。読書が趣味な私にとって、個人的
にもとても嬉しいことです。 
そして勤め始めて、公民館は、講座、

サークル活動、勉強にとたくさんの方が
来られる活気ある場所だと知りました。 
 皆さんの活気のある様子をみて、自分
自身も趣味のサークルを立ち上げてみた
いと思いました。 
仕事に慣れないうちは何かとご迷惑を

おかけするかと思いますが、よろしくお
願いします。 

●エレベータ取替工事が終了しました。 

 

この度、長らくご不便をおかけしていたエレベ

ータの取替工事が終了しました。 

 ご理解の上、ご協力頂き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。 

 

おでかけ公民館 
5 月 5日(火)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・火)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。 

●身体障がい者専用駐車場のご利用について 
 

 ここ数年、公民館・図書館で発行している許

可証の提示をお願いしていましたが、今年度よ

り市内他施設共に、身体障がい者専用駐車場を

ご利用の方は『大阪府障がい者等用専用駐車区

画利用証』または『駐車禁止除外指定者標章』

を外から見えるように提示して頂くことでご

利用頂けるようになりました。 
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公民館のおもな予定 
 

【５月の予定】 休館日：5 月はありません 
5 日（火）おでかけ公民館（ふれあいの里にて） 
8 日（金）おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
15 日（金）ふれあいサロン 

[展示予定]  
9 日(土)  スマイルＫＳ 
21 日(木)～24 日(日) 虹の会 
28 日(木)～31 日(日) フォレスト１０ 

[公民館講座予定] 
●おとなの寺子屋 in 公民館 8 日 
●初心者陶芸体験講座 9 日・10 日・31 日 
●お芝居入門 9 日・16 日・23 日・30 日 
●成人大学講座 13 日・20 日 
●初めてパソコン 16 日・23 日・30 日 
●ちょっと早めの老い支度 20 日・27 日 
●ふれあいライブ会議 22 日 
●おとなのＥＸＰＯ 25 日・28 日・29 日 
●親まなび講座 26 日 
●親子で里山体験 31 日 
●青少年セミナーうどぃ 

9 日・16 日・23 日・25 日・30 日 
募集説明会 9 日 

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

[展示予定]  
4 日(木)～6 日(土) いきいき写真くらぶ 
11 日(木)～14 日(日) フォレスト１１ 
25 日(木)～28 日(日) 遊彩 

[公民館講座予定] 
●成人大学講座 3 日・10 日・17 日 
●おとなのＥＸＰＯ 4 日・7 日 
●初心者陶芸体験講座 6 日 
●お芝居入門 6 日・13 日・20 日・27 日 
●初めてパソコン 6 日・13 日 
●親まなび講座 9 日・23 日 
●おとなの寺子屋 in 公民館 12 日 
●ちょっと早めの老い支度 14 日・24 日 
●ふれあいライブ会議 19 日 
●ワード基礎 27 日 
●青少年セミナーうどぃ 

6 日・8 日・13 日・20 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 27 年度前期(春夏) 
継続募集中の講座のご案内 
 

《第１３号》 

こうみんかん通信 まだ定員に達していない講座を 
ご案内させていただきます。 
 
●成人大学講座『家庭における身近な健康管理』 
  家庭内で行える健康管理について学びます。 

●おとなの寺子屋 in 公民館 
集まった皆さんのアイデアをかけ合わせて実現

可能な企画を作りましょう☆ 

●毎日頑張って子育てしているお母さんのための親学び講座 
子育てにもリフレッシュが必要☆ほっこりでき

る自分の時間をもちませんか。 

●親子で里山探検～春の里山編～ 
公園ではできない遊びや体験が盛りだくさん。親

子で体験してみませんか。 

●シングル女性のためのちょっと早めの老い支度 
今という時間を楽しめるように一緒に学びまし

ょう。 

●おとなの EXPO2015 
『お散歩が 10 倍楽しくなる樹や花のお話』 

見方を変えるといつもの景色に新たな発見があ

るかも♪ 

※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。 

平成２７年度から５年間、引き続き公民館の管

理運営をさせていただきます。 

学び、交流の場として、市民のみなさんが笑

顔で過ごしていただける公民館として、さらに充実

してまいります。 

これからもよろしくお願いいたします。 

公民館職員一同 

２０１５．４．２の様子 


