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 松 謡 会 
謡曲のサークルです。 

初心者でも、大丈夫！ 

まずは、聴きに来てください♪ 

松謡会は、観世流の謡曲サークルです。 

公民館創立と共に活動を開始されたので、来年は 40

年を迎えられます。 

 謡曲とは、能の歌舞劇（洋楽的に言えばオペラ）だそ

うです。 

能は 650 年前に、観阿弥、世阿弥によって完成され

た芸能です。能の音楽は、謡（うたい）と囃子（はやし）

で成り立ちます。囃子は、鼓・笛・大鼓・太鼓の４種類

です。謡は曲だけでも、220 曲あるそうです。 

謡曲のなかでも、結婚式で謡われる「高砂や～♪」は

有名ですね。 

現在 8 名で活動されています。独特の発声ですので、

初心者でも発声の基本から丁寧に教えますよ！と、とて

もお優しそうな先生が仰ってくださいました。 

年 2 回、発表会があるそうです。皆さん、それに向

けてお稽古に励んでおられます。 

第１・第３月曜日午後に、和室で活動されています。 

見学ＯＫです。聴いていただくと「謡曲の世界」が実感

できますよ！ 

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。 

公民館秋冬講座 
     参加募集はじまります!! 

申込締切：９月 15 日(木)必着 

 

公 民 館 施 設 紹 介  

公民館にはたくさんのお部屋があります。公民館
のお部屋を紹介していきます。 

 

会議室１は、中央階段を上がって右手にあるお
部屋です。中央階段から右側のお部屋は原則、音
楽活動はご遠慮頂いているエリアとなり、会議室
１もその一つです。 
他の部屋とは、机のカタチが違い、台形の机の

組み合わせで円卓に設置しています。 
絵画や手芸等の活動よりは、手話講座、俳句、

朗読などに、使われることが多いお部屋です。 

《会議室１》 

【面積】49.0 ㎡（縦７m×横７m） 
【定員】18 人 
【床素材】Ｐタイル 

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 

1,000 円 1,200 円 1,000 円 
 
  

●組型円卓机一対 10 台(予備 2 台) 

●肘付きパイプ椅子 14 脚(予備 3 脚)  

●ホワイトボード 1 面 

●花器台 1 台  

 (平成 28 年 8 月 29 日現在) 

9 月 1 日から秋冬講座の参加者募集がはじまります。 
各戸配布の市広報誌折込みの『公民館だより』もしく
は、公共施設に置かせて頂いてるチラシ等で詳細をご
確認の上、ぜひご参加ください。 
 
●こうみんかん☆ラボ『おもしろさやまをデザインし
よう☆』 
●I Love My Town.～英語でコミュニケーション～ 
●すまいる・レク♪ 
●小皿をつくって絵付けをしよう 
●大阪狭山市の歴史を知ろう！地名編 
●成人大学講座『韓国(朝鮮半島)をもっと知ろう』 
●やってみよう！の第一歩☆日本語学習ボランティ
ア講座 

●持込企画①書いて伝えて、コミュニケーション♪ 
●脱出アドベンチャーゲーム『ASOBOSAI』  
●放課後☆公民館 
●新春こどもまつり２０１７参加団体募集 
●初心者パソコン講座『エクセル基礎』 
●初心者パソコン講座『ワード基礎』 
 
※詳しくは、市広報誌 9 月号折込みの 
『公民館だより』、 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。 

夏休み。たくさんの子どもたちが公民館に、

来てくれました♪ 
 夏休みの期間を利用した『夏休み学習会』『かがく実

験で未来のノーベルかがく賞！』『夏の天体観望会』『カ

ラダと心がはじける♪表現ワークショップ』『大学生の

お兄さんお姉さんとめーいっぱいあそぼ♪』にたくさん

の子どもたちが参加してくれて、それぞれに色々な経

験、体験をしてくれました☆ 

夏休みだけでなく、普段にも、 

また公民館に来てくださいね。 



、 

５ 

公民館の歌 知ってますか？ 
 

昭和 22 年 6 月、公民館活動の理念を示す歌詞を公募し、
できた『公民館の歌』。 

今でも公民館関係者の間で、歌い継がれています。(k) 
 

公民館の歌『自由の朝』 

 

1.平和の春に あたらしく 郷土を興す よろこびも 
 公民館の つどいから とけあう心 なごやかに 
 自由の朝を たたえよう 

2.心の花の におやかに 郷土にひらく ゆかしさも 
 公民館の つどいから 希望を胸に 美しい 
 文化の泉 くみとろう 

3.働くものの 安らかに 郷土に生きる たのしさも 
 公民館の つどいから まどいになごむ ひとときに 
 明日への力 そだてよう          

作詞：山口晋一／作曲：下総皖一 

平成２８(201６)年９月１日発行 

発行：大阪狭山市立公民館 

(指定管理者)アクティオ株式会社 

〒589-0021 
大阪狭山市今熊１－１０６ 
072-366-0070 
http://www.osakasayama-kouminkan.jp 

 

公民館のおもな予定 
 

【９月の予定】 休館日：30 日(金) 
 4 日（日）はばたきフェスタ全体会・部会・実行委員会 
 9 日（金）おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
10 日（土）ふれあいライブ♪ 
16 日（金）ふれあいサロン 

[展示予定]   
12 日(月)～15 日(木) 水彩「悠」同好会 
23 日(金)～25 日(日) 水彩画クラブ「楽彩」 
26 日(月)～28 日(水) 水彩画なかま 

[公民館講座予定] 
●すまいる・レク♪ 21 日 
●ASOBOSAI（あそぼーさい） 22 日 
●エクセル基礎 24 日 
●日本語学習ボランティア講座 27 日 
●青少年セミナーうどぃ 

3 日・5 日・17 日・19 日・24 日・26 日 
 

【１０月の予定】 休館日：31 日(月) 
14 日（金）おでかけ相談会(CSW 連絡会)  
21 日（金）ふれあいサロン 
30 日（日）新春こどもまつり実行委員会 

 [展示予定]  
1 日(土)～4 日(火) 水彩画コスモスの会 
5 日(水)～8 日(土) 楽雅喜会 
9 日(日)～12 日(水) GARAGARA 
14 日(金)～16 日(日) 一七会 
25 日(火)～29 日(土) 七彩同好会 

[公民館講座予定] 
●エクセル基礎 1 日・8 日・15 日・22 日・29 日 
●ワード基礎 1 日・8 日・15 日・22 日・29 日 
●日本語学習ボランティア講座 4 日・11 日・18 日・25 日 
●成人大学講座 5 日・12 日・19 日・26 日 
●歴史講座～地名編～ 5 日・12 日 
●書いて伝えてコミュニケーション♪ 7 日・21 日 
●国際交流講座 13 日・27 日 
●こうみんかんラボ 14 日・28 日 
●すまいる・レク♪ 19 日 
●おでかけ公民館 ぽっぽえんにて 29 日 
●初心者陶芸体験講座 29 日・30 日 
●青少年セミナーうどぃ  
1 日・3 日・8 日・10 日・15 日・17 日・22 日・24 日・29 日 

 
８月２９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２１号》 

こうみんかん通信 

新春こどもまつり２０１７ 
一緒におまつりをつくってくれる 

参加団体・個人の募集をはじめます☆ 

 平成 29 年 1 月 8 日(日)に実施予定の『新春こども
まつり２017』にご参加頂ける団体・個人の募集を開
始します。新年のはじめに、子どもたちにとって、そ
してその日集った全員にとって、良い一日になるよう
に、一緒に考え、盛り上げて頂けませんか？ 
詳しくは、公民館事務所までお問合わせください。 
 

 平成 28年度 1回目、通算 11回目となる
ふれあいライブを開催します。 
 今回もいろんなジャンルの音楽が登場。 
 ぜひ、お昼のひととき、音楽を楽しみに、
公民館にお立ち寄りください。 


