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クリスマスライブ&カフェ 
～あなたに贈る Happyサウンド！ 

ここから始まるクリスマス～ 

１２月１７日(土) 午後 3 時から 

入場無料(飲み物代は 100 円) 

公民館クラブ紹介 数珠つなぎ 22 
 狭山ダンスクラブ 
社交ダンスのサークルです。男女、年齢関

係なくみんなで踊って元気ハツラツです！

狭山ダンスクラブは、活動歴 35 年になります。 

創立当初からの会員もおられ、現在 40 名で活動され

ています。女性の方が、若干多いそうです。 

 会員さん曰く「とにかく踊っていることが楽しい！」

と言われます。身体を動かすし、振り付けを覚えないと

いけないので、頭も使うし、心身共に健康になる！との

こと。スケジュールを決めて、ラテン・モダンのレッス

ンをされているそうです。 

全くの初心者でも、先生が丁寧に指導してくださるの

で、是非体験してみては？ということで、体験レッスン

をされています。活動日に、常時実施されています。 

年齢は問いませんので、興味のある方は参加されてみて

はいかがですか。 

 例年２月にラブリーホールにて、ダンスパーティを開

催されていますが、来年は 35 周年記念ということで、

200 名以上が参加されるとか。 

 ワルツ、タンゴと息もぴったりに、華麗に踊られる姿

に見とれてしまいました。 

 毎週水曜日、19 時～21 時に大集会室で活動されてい

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。 

広報掲載(募集中)の講座案内 

 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。 

 

新春こどもまつり２０１７ 
  平成 29 年 1 月 8 日(日) 

午前 10 時～午後 3 時 30 分 開催予定 

 10 月 30 日(日)。新春こどもまつりの実行委員会も
スタートしました。 
 開催日の 1 月 8 日(日)に向けて準備を進めます。 
 毎年恒例のコーナーも、新しい団体さんからの持込
もあります。ぜひ遊びに来てください☆ 

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２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
２もその一つです。 
 以前はパソコンが設置されており、パソコンク
ラブさんの利用がほとんどでしたが、現在、パソ
コンの設置はなく、色々な団体さんも利用される
ようになってきたお部屋です。 
 このお部屋の特徴は、他のお部屋と違い、有線
ですが、インターネット環境があることです。 

《会議室２》 

【面積】49.0 ㎡（縦７m×横７m） 
【定員】20 人 
【床素材】カーペット 

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 
 
 

 
●机(固定) 

●椅子 22 脚  

●ホワイトボード 1 面 

●プロジェクタ 1 台  

 (平成 28 年 10 月 31 日現在) 

11、12 月に実施もしくは募集が始まる講座をご案内 
 
【11 月広報掲載】 
●昆虫に興味を持つ方法 
●冬の天体観望会 
●放課後☆公民館 
●おもしろさやまをデザインしよう☆ 
①さやマップをつくろう 新しい観光マップづくり 

②SYM48 をつくろう おもしろ名鑑づくり 

 

【12 月広報掲載】 
●『源氏物語の世界』 
●生前整理・遺品整理 
●初心者パソコン講座『はじめてみようタブレット』 
●おもしろさやまをデザインしよう☆ 
さやま絵巻きをつくろう 未来に残したいさやま歴史絵巻づくり 

●表現ワークショップ 
※詳しくは、掲載月の市広報誌をご覧頂くか、 
公民館(366-0070)まで、お問い合わせください。 



、 

５ 9/27 から実施していました 

『日本語学習ボランティア講座』の 

学習内容から問題です☆ 
 
次の言葉・文章をやさしい日本語にしましょう 

 

問１ 警戒する ⇒ 

問２ 確認する ⇒ 

問３ 和室 ⇒ 

問４ キャンセル ⇒ 

問５ これ、いらんから、ほかしといて。⇒ 

問６ 今日はなんできましたか。 ⇒ 
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公民館のおもな予定 
 

【１１月の予定】 休館日：30 日(水) 
 5 日(土)・6 日(日) はばたきフェスタ 
11 日(金) おでかけ相談会(CSW 連絡会) 
13 日(日) こども文化祭（市こ連） 
22 日(火)～29 日(火) 放課後☆公民館 
27 日(日) 第 2 回新春こどもまつり実行委員会 
[展示予定]   
25 日(金)～27 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] 
●日本語学習ボランティア講座 1 日 
●成人大学講座 9 日 
●国際交流講座 10 日・24 日 
●エクセル基礎 12 日・19 日・26 日 
●ワード基礎 12 日・19 日 
●すまいる・レク♪ 16 日 
●こうみんかんラボ 18 日・25 日 
●初心者陶芸体験講座 19 日・26 日 
●青少年セミナーうどぃ 3 日・7 日・14 日 

 

【１２月の予定】 
 休館日：29 日(木)～31 日(土) 

3日(土)・4 日(日) フェスタにんげんばんざい（人権広報グループ） 

9 日(金) おでかけ相談会(CSW 連絡会)  
16 日(金) ふれあいサロン 
17 日(土) ふれあいライブ♪ 
18 日(日) 大掃除 
 

[展示予定] 展示はありません 
 

[公民館講座予定] 
 
●昆虫講座 8 日 
●こうみんかんラボ 9 日 
●冬の天体観望会 10 日 
●すまいる・レク♪ 21 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 

１０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２２号》 

こうみんかん通信 

 平成２８年度のはばたきフェスタは、１１月に
開催です。 
 公民館で活動されている団体の皆さんの
日頃の成果をぜひご覧ください。 

「やさしい日本語」とは、普通

の日本語よりも簡単で外国人に

もわかりやすい日本語のことで

す。やさしい日本語でのコミュ

ニケーションがある環境は誰に

とってもやさしい場所です。 

やってみようのよい例 
①気をつけてください ②確かめてください ③畳の部屋 

④やめる ⑤これは使いません。捨ててください。 

⑥今日は何で来ましたか。電車？バス？自転車？ 

 


