
公民館を利用されたきっかけは？ 

20 数年前公民館サークルに 
参加した事がきっかけかな♪ 

今年の目標は何かありますか？ 

趣味のサークルとは別に朗読とコミュニティ
ーFM 放送に力を入れたいと思っています。 

 

夢はありますか？ 

歌のおねえさんとか 40 年くらい前に
やっていた「お話しでてこい」のような
番組のナレーターになりたいです。 
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EnglishConversation道場 

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。 

夏休み学習会 2019・キッズまちゼミ in
公民館・夏の子どもノーベル賞講座・表
現ワークショップの参加募集がはじまります♪ 

    申込み締切：7 月 12 日（金）必着 

Part.2 

ひとことインタビューのお

二人目は、公民館サークル

や、ふれあいライブなど多方

面で活動されている S さん

にインタビューしました！ 

キッズまちゼミ in 公民館 8/5～8/9 
●つるつるピカピカハンドセラピー体験 
●親子でトントン肩たたき 
●楽しく作ろう！陶芸体験 
●紙飛行機とブーメランを飛ばそう！ 
●軸組模型を作って家博士になろう 
●ゆかたを着てみましょう 
●おうちでお店のココアを作りましょう 
●かんたん冷製スパゲッティ 
●指でくるくる♪パステルアート 

みらい◇はばたキッズ in 社会教育センター「夏の子どもノーベル賞
講座」 8/2～8/4 
●作って学ぶ、海洋環境生態系～地球を救う海のはたらき～ 
●電池三兄弟～乾電池、燃料電池、熱電池でエネルギーを考えよう～ 
●超伝導・磁石の不思議・お手軽リニアの実験 
●顕微鏡で見るミクロの世界～色彩と結晶～ 

夏休み学習会 2019 7/25～8/20 
●怪獣や生きモノを粘土でつくろう♪ 
●自分で豆腐をつくろう！ 
●魔法の積み木（カプラ）で遊ぼう！ 
●ミニチュア甲冑（かっちゅう）をつくろう 
●ドンドコ ドン！カホンをたたいてみよう！ 
●ゾンビを止（や）めるな！ 
●一緒につくろう！そば打ち体験 

EnglishConversation 道場は昨年秋、公民館の「街

のすぐれもの講座」から発足した団体です。メン

バーは現在 8 名で活動しています。 

毎月 2 回、第 1・3 月曜日の午後２時３０分～４

時３０分が活動日です。 

ニューヨークに９年間の在住経験が有り「街のす

ぐれもの」に登録されている山中享一さんをお招

きし、ニューヨークで経験された現地での日常習

慣の話や、色々なエピソードを交えた実生活に役

立つ英会話を楽しく勉強されています。 

現在、参加メンバーを大募集中です。性別や年齢は

問いませんので、是非一度見学にお越しください。 

初心者も参加しやすいクラブだそうです。 

ご興味を持たれた方は代表の志
し

多伯
たはく

さん（090-

7480-0989）までご連絡ください。 

日常英会話を楽しく学んでいます♪ 

最後に S さんは、「学生の頃出来なかった事を今ひとつ

ひとつ挑戦しているのかなぁ❤人と人とのつながりが広が

るそんな公民館が大好きなんです」と話してくれました。 

色々な事に興味関心を持ち前向きに活動されていると

っても魅力的なＳさんです。 

 

幼児プラネタリウム 8/19～23 
♪たのしい幼児向けプラネタリウムです♪ 
※申込み不要  直接プラネタリウム室まで 
① 午前 10 時 30 分～11 時 

② 午後２時～２時３０分 

※詳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。 

表現ワークショップ 7/27～11/2 までの全 10 回 

大阪狭山市の歴史を役者・ダンス・バンドで表現します。成果発表と
して「さやま芸術祭」の舞台出演をめざします。 
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公民館のおもな予定 
 
 

【７月の予定】 休館日：31 日（水） 
19 日（金） ふれあいサロン 

 
[展示予定]  展示はありません 
 

[公民館講座予定] 
●親まなび講座 4 日 
●簿記講座 5 日・12 日・19 日・26 日 
●エクセル基礎 6 日 
●くらまな大学 11 日・25 日 
●親子で知っ得☆ 13 日・27 日 
●ティーンズ勉強会 17 日 
●手作りパンで Happy に！ 18 日 
●夏休み学習会  25 日・26 日・28 日・29 日・30 日 
●パソコン相談室 29 日 
●表現ワークショップ  27 日 
●青少年セミナーうどぃ 
１日・6 日・8 日・13 日・15 日・20 日・22 日・29 日 
 

【８月の予定】 休館日：８月はありません 
22 日（木）～28 日（水） 寄り道☆公民館 
31 日（土） ふれあいライブ♪vol.26 
 

[展示予定] 展示はありません 
 
[公民館講座予定] 
●簿記講座 2 日 
●夏の子どもノーベル賞講座 2 日～4 日※社会教育センターにて 
●初心者陶芸体験 3 日・10 日 
●親子で知っ得☆ 3 日・24 日 
●キッズまちゼミ in 公民館 5 日～9 日 
●幼児プラネタリウム 19 日～23 日 
●夏休み学習会 20 日 
●パソコン相談室 26 日 
●ティーンズ勉強会 28 日 
●くらまな大学 29 日 
●表現ワークショップ 3 日・31 日 
●青少年セミナーうどぃ 

5 日・10 日・12 日・24 日・26 日 
6 月 30 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３８号》 

こうみんかん通信 

『寄り道☆公民館』へ 

遊びにきませんか♪ 

展示フロアにラジオ体操やゲーム感覚の脳トレが
できる場所を期間限定で作ります。 
どなたでも OK。.お散歩を兼ねて来てください。 
★8 月 22 日(木)～28 日(水)午前 9 時～午後 8 時
45 分 (ラジオ体操の時間は随時) 
※初日のみ午前 10 時からになります。 
 

国際交流講座で美味しいスイーツをつくりました！ 

フィリピンの Lethe Flan（レチェ フラン）です。

作ってみませんか♪(4～5人分) 

☆材料 卵黄 10個・コンデンスミルク(練乳)1缶(500g) 

・牛乳 300㏄・砂糖（カラメル用） 

☆作り方 

砂糖でカラメルを作り、型に流し込む。 

牛乳・卵黄・コンデンスミルクを混ぜて型に注ぐ。 

弱火で 20分蒸して冷蔵庫で冷やす。 

令和最初の夏休み♪こども・親子
向けの楽しい講座がいっぱい！ 
いよいよ申込みが始まります♪ 

今年も楽しんでもらえる企画をたくさん用意しました。

夏休み学習会等に参加して楽しい思い出をいっぱい

作りませんか♪お申込みお待ちしています！ 

脳とからだのリフレッシュ！ 

たのしみ♪  


