
公民館を利用されたきっかけは？ 

帝塚山学院大学生涯学習センター講座

に通い始めた事がきっかけで公民館に

立ち寄るようになりました。 

今年の目標は？ 

中国語通訳資格の習得と HSK試験合格

です 

いつか住みたい場所は？ 

中国大連等、中国の北の方に住みたい 

メンバーは現在 18名で活動されています。 

 毎月第２、４の火曜日が活動日です。 

 パソコン一般だけでなく、文書作成や表計算

画像処理等、様々な得意分野や特技をお持ちの

メンバーもおられ、お互いの交流を深めるとと

もに、各自の脳トレやストレス解消の場として

楽しい時間を過ごされています。 

 パソコン画面とにらめっこというよりは、パ

ソコン越しのメンバー同士のお話しを笑顔で、

時には真剣な眼差しで楽しまれています。 

 会費は 1回 300円（出席者のみ）活動日に

集めています。 

 年間に１～２回、公民館を飛び出してのラン

チ会も開催されています。 

入会条件は、大阪狭山市シルバー人材センター

会員であることです。 

興味を持たれた方は、公民館（072-366-

0070）までご連絡ください。 
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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 職 員 紹 介 

公民館は指定管理者制度を導入しており、

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 10年目を迎えました。 

現在 11人の職員がシフトで勤務していま

す。この春、新メンバーが入りましたのでご

紹介させていただきます。 

【プロフィール】 

■しし座・O型 

■好きなこと： 

旅行・紀行文・囲碁 

■休みの日には： 

妻と買い物・ネット囲碁 

・自宅近くの自然公園散歩 

■大阪狭山市の好きな場所： 

狭山池遊歩道 

３月から公民館職員として着任いたしまし

た、元公務員、年齢６３歳、体重８８キロのメ

タボ親父です。 

勤め始めて 2カ月程ですが、楽しい仲間に囲

まれて、私自身も楽しく仕事をしています。 

勤務してみて、公民館の仕事の良いところ

は、利用者の方々と直接にふれあい生の声を聴

かせていただき、それを公民館の運営にいかせ

ることだと思いました。 

 さらには、利用者・地域・公民館が一体とな

って、地域文化の発信拠点になればいいと思っ

ています。 

公民館にお越しの節には、気軽にお声かけくだ

さい。「笑顔」でお待ちしています。   

藤原 富夫（ふじわら とみお） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 近年、公民館には、毎年約 10万人の方々が来館され

ています。お話しをきかせていただくと、部屋利用、講

座だけでなく、色々な目的で来館されていることを知り

ます。そこで、どんな方々が公民館に来られているの

か、お一人おひとりをご紹介させていただきたいと思

い、小さな枠ですが、『ひとことインタビュー』のコーナ

ーをスタートします！ 

公民館をご利用のみなさん、インタビューへのご協力よ

ろしくお願いします♪ 

午前中ふれあいフロア
でいつも熱心にお勉強
されている７０代の
Mさんにインタビュ
ーしました！ 

Mさんは、夜 8時就寝朝 3時起床だそうで
す。日本に近い国の一つ中国に魅せられて日々
語学習得に励まれている本当に勉強熱心な方で
す。 

Part.1 

パソコンの奥深さを楽しんでいます 



 
公民館のおもな予定 

  
【5 月の予定】 ★休館日：31 日(金) 

5 日(日) おでかけ公民館(市民ふれあいの里にて) 
10 日(金) ふれあいサロン 

【展示予定】  
15 日(水)～19 日(日) 水彩画たまむし・赤とんぼ 
22 日(水)～24 日(金) 遊彩  
25 日(土)～27 日(月) 水彩画なかま 

28 日(火)～30 日(木) フォレスト 10 

[公民館講座予定] 
●成人大学講座 8 日・15 日・22 日・29 日 

●ティーンズ勉強会 大人になる前のあなたへ♪ 8 日 
●アンドロイドアプリ作成入門 10 日・17 日・24 日 
●おとなの寺子屋 in 公民館① 11 日 

●初めてのパソコン 11 日・18 日・25 日 
●エクセル基礎 11 日・18 日・25 日 
●手作りパンで Happy に！  16 日 

●大阪狭山市のシェフに学ぶおいしい時間 Part.7 21 日 
●ボランティア入門講座 24 日 
●大人の EXPO2019 ハワイアンフラ 24 日 

●大人の EXPO2019 タブレット入門 26 日 
●パソコン相談室 27 日 
●いつまでも元気に歩けるためにしておくべきこと 27 日 

●親まなび講座 30 日 
●青少年セミナー 表現倶楽部うどぃ 
募集説明会 11 日 

11 日・13 日・25 日・27 日 

 

 

 
 
【6 月の予定】 ★休館日：6 月はありません  
９ 日(日) すぐれもの紹介デー 
21 日(金) ふれあいサロン 

23 日(日) ふれあいライブ♪vol.25 
【展示予定】 
 10 日(月)～12 日(水)フォレスト 11 

  13 日(木)～15 日(土)みづ絵 
 16 日(日)～19 日(水)水彩画同好会いろどり 
 28 日(金)～30 日(日)いきいき写真くらぶ 

[公民館講座予定] 
●おとなの寺子屋 in 公民館 1 日・8 日 
●作って・食べて・国際交流♪4 日 

●初めてパソコン 1 日・8 日・15 日・22 日・29 日 
●エクセル基礎  1 日・8 日・15 日・22 日・29 日 
●ボランティア入門講座 7 日・14 日 

●パソコン相談室 24 日 
●成人大学講座 5 日 
●大人の EXPO2019 6 日・16 日 

●手作りパンで happy に！ 20 日 
●簿記講座 14 日・21 日・28 日 

 
【6 月の予定】 ★休館日：6 月はありません  
９ 日(日) すぐれもの紹介デー 

16 日(日) はばたきフェスタ全体会 
21 日(金) ふれあいサロン 
23 日(日) ふれあいライブ♪vol.25 

【展示予定】 
 10 日(月)～12 日(水) フォレスト 11 
  13 日(木)～15 日(土) みづ絵 

 16 日(日)～19 日(水) 水彩画同好会いろどり 
 28 日(金)～30 日(日) いきいき写真くらぶ 

[公民館講座予定] 
●おとなの寺子屋 in 公民館② 1 日・8 日 
●初めてのパソコン 1 日・8 日・15 日 
●エクセル基礎  1 日・8 日・15 日・22 日・29 日 

●作って・食べて・国際交流♪ 4 日 
●成人大学講座 5 日 
●大人の EXPO2019 消しゴムはんこ講座 6 日 

●ボランティア入門講座 7 日・14 日 
●くらまな大学 13 日・27 日 
●簿記講座 14 日・21 日・28 日 

●大人の EXPO2019 教科書から消える有名人 16 日 
●ティーンズ勉強会 19 日 
●手作りパンで happy に！ 20 日 

●パソコン相談室 24 日 
●初心者陶芸体験 29 日・30 日 
●青少年セミナー 表現倶楽部うどぃ 

※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 
公民館まで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。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年(2019)年 5 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 
TEL:072-366-0070 
http://www.osakasayama-kouminkan.jp 

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３７号》 

こうみんかん通信 

 

 
現在の投影内容：『黄道 12 星座のはなし』 
太陽の通り道 黄道。その黄道上にある 12 星
座とギリシャ神話のお話です。 
（投影期間：5 月 12 日まで）3 階プラネタリ
ウム室にて約 45 分間の投影です。 
5 月 19 日からは新番組『星空トラベラー』 
～太陽と惑星～がはじまります。 

新年度がスタートしました。年号も平成か

ら令和となり、新たな気持ちで何かを始め

るのにピッタリな季節になりました。 

公民館は市民の方々のたくさんの学びや憩

いの場となっています。 

公民館講座を受講される方、趣味のサーク

ル活動を楽しまれる方、ふらっと立ち寄っ

てコミュニケーションを楽しまれる方、絵

画等の作品展を観に来られる方、黙々と勉

強されている方、色々な方がいらっしゃい

ます。公民館が市民の皆さんの大切な場所

の一つになっていれば嬉しく思います。 

まだ訪れたことのない方もぜひ一度お越し

ください。お待ちしております♪ 

 

 

 

 
 

(４月 30 日現在) 

 

1 日・3 日・8 日・10 日・15 日・17 日・22 日・24 日・29 日 

 

プラネタリウム通常投影 
 毎週日曜日 午後 2 時と 3 時 入場無料 

公民館職員一同 


