
  学びの秋 
公民館秋冬講座＆街のすぐれもの紹介デー 
       参加者募集中!! 
 

申込締切：7 月 10 日(金)必着 

公民館クラブ紹介 数珠つなぎ⑮ 
 

碁将クラブ 
35 名の方が毎週、囲碁を楽しんでおられます。
囲碁は頭を使い、指先を使うので、健康にいい
とのこと。勝負だけではないです！ 

公 民 館 施 設 紹 介  

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

 

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。 

集会室１は、３階プラネタリウム室側にあり
ます。 
公民館の中で 3 番目に大きなお部屋です。公

民館の講座では、初心者パソコン講座に、この
お部屋をよく使います。 
音楽をされる利用団体が増えてきており、現

在このお部屋も他の利用者の方にご迷惑になら
ない範囲で音楽での利用を可能としています。 
音楽の他に、ダンス、太極拳、健康吹矢等の

活動の利用が多いお部屋です。 

《公民館秋冬講座》 
●こうみんかん☆ラボ まちをいかす 
●ハートフルセミナー 子どもに得する あ・そ・び 
●狭山池築造 1400 年記念事業 
『大阪狭山市の歴史』を読む～狭山池編～ 
●さやまのシェフに学ぶおいしい時間 Part.1 
●みらい◇はばたきっず 影絵劇でミラクルワールド！ 
●親子で里山探検！～秋の里山編～ 
●成人大学講座 英語を学んで脳を活性化させましょう 
●利用団体コラボ講座 はじめて体験《お琴》 
●利用団体コラボ講座 はじめて体験《詩吟》 
●利用団体コラボ講座 はじめて体験《ミュージックベル》 
●初心者パソコン講座 EXCEL 基礎 
●新春こどもまつり参加団体募集 
●リクエストプラネタリウム 

《街のすぐれもの紹介デー》 
絵手紙・リボン刺しゅう・英語・イカのしくみ・
押し絵・カントリーラインダンス・いけ花・英会
話・ウクレレ・小鼓・長唄三味線・フラダンス・
琴・色診断・アロマ石けん・ハーモニカ・雑貨づ
くり・押し花 等など… 21 人の街のすぐれもの
さんの特技を学びます。 
 
※詳しくは、市広報誌９月号も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。 

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。 

  秋は イベントも目白押し!! 
 

9 月 19 日(土) 12:00～ 
ミニライブ♪ 

ホットひといき in こうみんかん Cafe 
 
 

10 月 17 日(土)・18 日(日) 
文化福祉ゾーンの合同イベント こうみんかん利用団体の皆さんの成果発表の場 

はばたきフェスタ 

《集会室１》 

【面積】98.0 ㎡（縦 14m×横 7m） 
【定員】48 人 
【床素材】Ｐタイル 

料
金 

午前 
9 時～12 時 

午後 
13時～17時 

夜間 
18時～21時 

1,500 円 1,800 円 1,500 円 
 
 ●長机 16 台  ●パイプ椅子 32 脚 
●花器台 1 台 ●事務机 １台 
●展示パネル 14 台 
●常設スクリーンあり 

(平成 27 年 8 月 31 日現在) 

 碁将クラブさんは歴史の古い囲碁のクラブさん
です。男性ばかりかと思われがちですが、女性の方
も 4 名参加されています。六段の方からおられる
そうです。活動日には、13:00～15:30 が対局、
15:30～17:00 は囲碁講座をされています。 
 公民館事務所の前にある和室をご利用されてい
るので、皆さんとても集中されて活動されている様
子がよくわかります。 
 対局をしていると、勝負だけにこだわりそうです
が「囲碁は楽しむものである。交流を深め、親睦を
大切にする」とのこと。定期的に、食事会も行って
おられます。様々な職業についておられた方々が集
まってこられるので、対局の合間のお喋りが楽しい
そうですよ。 
 最近テレビで“囲碁が認知症予防に効果がある”
と紹介されていたそうです。ご自身でルールさえわ
かれば、丁寧に教えますとのこと。頭の体操に、皆
さんも気軽に見学においでください。 
活動日は、毎週金曜日、13:00～17:00 です。
和室をご利用されています。 
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公民館のおもな予定 
 

【９月の予定】 休館日：３０日（水） 
 
6 日(日)はばたきフェスタ全体会・部会・実行委員会 

11 日（金）おでかけ相談会(CSW 連絡会) 

18 日（金）ふれあいサロン 

19 日（土）ミニライブ＆Ｃａｆｅ 

27 日（日）街のすぐれもの紹介デー 
 
[展示予定] 

8 日(火)～12 日(土) 水彩「悠」同好会 

24 日(木)～26 日(土) 水彩なかま 
 
[公民館講座予定] 

●EXCEL 基礎 26 日 

●青少年セミナーうどぃ 

19 日・26 日・28 日 
 

【１０月の予定】 休館日：１０月はありません 
 

9 日（金）おでかけ相談会(CSW 連絡会) 

17 日(土)・１８日（日）はばたきフェスタ 
 
[展示予定] 

2 日(金)～5 日(月) 水彩画コスモスの会 

8 日(木)～11 日(日) 楽雅喜会 

12 日(月・祝)～15 日(木) GARA GARA 

20 日(火)～24 日(土) 七彩同好会 

25 日(日)～28 日(水) 楽彩 

30 日(金)～11 月 1 日(日) 一七会 
  
[公民館講座予定] 

●EXCEL 基礎 3 日・10 日・24 日・31 日 

●成人大学講座 3 日・10 日・24 日・31 日 

●みらい◇はばたきっず 4 日 

●『大阪狭山市の歴史』を読む～狭山池編～ 6 日・20 日 

●ハートフルセミナー 25 日・29 日 

●はじめて体験《お琴》 27 日 

●はじめて体験《詩吟》 31 日 

●青少年セミナーうどぃ 

3 日・5 日・10 日・12 日・19 日・24 日・26 日・31 日 
8 月 31 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。 

《第１５号》 

こうみんかん通信 

公民館の夏の講座に、たくさんの
子どもたちが訪れてくれました♪ 

 

夏休み学習会２０１５ 

夏の天体観望会 

青少年広場 流しそうめんを体験しよう 

みらい◇はばたきっず かがく実験で未来のノーベルかがく賞！ 

夏休みの期間を使って、子どもたちを対象にした講

座をたくさん実施しました。 

色んな講座を通して、普段できない体験をしたり、

モノを作る時の工夫を学んだりしてもらえたので

はないかと思います。 

各講座の様子は、公民館のブログに 

写真付きで書きこんでいます。 

また、夏休み学習会については、 

公民館ふれあいフロアにも掲示 

していますので、ご覧ください。 

また、来年も色んな企画をして、 

皆さんのご参加お待ちしています。 

街のすぐれもの紹介デー 
～すぐれものさんの技を学ぼう～ 

９月２７日(日)10:00～16:00 
 

公民館に登録されている“街のすぐれもの”さん 21人
にご協力頂いて、色々な講座を開催する一日です☆ 
事前申込が必要な講座もありますので、市広報誌９
月号もしくは、チラシをご覧ください。 

（申込締切：9月 15日（火）必着） 


