
公民館を利用されたきっかけは？ 

大阪狭山市に住んでいた頃、陶芸に興味があっ
たので、陶芸クラブの陶友会で２年間お世話に
なったのがきっかけです。  

20 代の頃からテニス・その後陶芸を始めて、
３年前からは木工クラブに入って今木工に
もはまっています。 

何か目標とかありますか？ 

特に目標はありませんが、最近楽しみに
しているウクレレに木工に、どれも楽し
く出来れば…(^^♪と思っています。 

趣味はありますか？ 

  

公民館クラブ紹介 数珠つなぎ 43
－2 
 

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。 

Part.7 

公民館川柳 

第 3 回のテーマは「夏近し」でした。 
ご応募してくださった方々ありがとうござ
いました。 

皆さんの力作を全て玄関フロアに掲示さ
せて頂いています。 
その中から少し紹介させて頂きます。 

次回のテーマは「秋」です。例えば、秋の空

やうろこ雲や秋祭りなど 

ユニークな作品をお待ちしています。 

8 月 20 日締切 

 
＊夏近し 昼寝の猫と 横になり 
            たーちゃん 
＊夏近し マスクはずして 歩きたい 
            明生 
＊マスクまだ 取れる月日や 夏近し 
            春陽 
＊夏近し マスクがむれて かなんなぁ 
            もと 
＊夏近し むしばむ匂い 狭山池 
            めるも 
＊夏近し いつまでマスク つけるかな 
            狭山の半四郎 
＊ジョッキ手に この味わいが 一段と 
             孝ちゃん 

インタビュー7 人目は、３
ヵ月弱の臨時休館後も変
わらず公民館サークル活
動を楽しんでいらっしゃ
る多才な Y さんにインタ
ビューしました♪ 

発足から２０年を超える「陶芸クラブ 桂」さん

は、もともと公民館を利用していた陶芸好きなメ

ンバーの集まりからスタートした団体です。 

本格的な作品作りよりも“土いじり”を通じて陶

芸を楽しむメンバーの集まりで、主に年 1 回、公

民館の「はばたきフェスタ」を作品発表の場として

大事にしています。現在の人数は１０名と少ない

ですが、皆が明るくのびのびと作陶に取り組んで

います。講師となる方はいませんが、互いにアドバ

イスしあって学ぼうという雰囲気があり、出来上

がった作品も皆で楽しく講評し作品作りに繋げて

います。毎年ではありませんが、ＯＢの方も参加し

て信楽などへバスツアーも行っています。 

現在、感染症予防のため人が集まりにくい状況

ですが、新たな参加メンバーも募集しています。毎

週木曜日の午後に公民館の工作室 2（陶芸室）で活

動していますので、興味を持たれた方は気軽に見

学にお越しください。連絡は代表の吉沢さん

（TEL.090-3878-4939）又は公民館（072-

366-0070）までご連絡ください。 

 

インタビューをお願いしてみて、その他に水彩画や

そば打ちもされるとお伺いし、本当に器用で多才な方

だなぁと思いました。 

終始穏やかな空気に包まれているような感じのす

る素敵な Y さんでした。 

夏の公民館開放ｄａｙ☆ 

7 月 27 日（月）～8 月 22 日（土） 
月曜日・水曜日は午後 3 時～5 時 

土曜日は午後 1 時～5 時 
日替わりで空き部屋やスペースを開放し 
缶バッチ作りやプラバン作り、ゲーム、 
ダジック・アースをします。 
※中学生以下の人対象（未就学児は保護者同伴） 

★事前申し込み不要★ 
詳しくはチラシ又はホームページをご覧ください。 

陶芸クラブ 桂 
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公民館のおもな予定 
 

【７月の予定】 休館日：31日（金） 
17 日（金） ふれあいサロン 
[展示予定]   
18 日（土）～20 日（月） 歩絵夢 
[公民館講座予定] 
●くらまな大学 2 日・16 日 
●簿記講座 3 日・10 日・17 日・24 日 
●初めてのパソコン 4 日・11 日 
●エクセル講座 4 日・11 日・18日・25 日 
●親子で学ぼう体験しよう 12日 
●まなびーば sayama 15 日 
●環境を考える学びの時間（3回シリーズ）Part.1 18 日 
●天体観望会 26 日 
●夏の公民館開放ｄａｙ☆ 27 日・29 日 
●青少年セミナーうどぃ 募集説明会 4 日 
●青少年セミナーうどぃ  
4 日・6 日 11 日・13 日・18 日・20 日・25 日・27 日 
 
【８月の予定】 休館日：31日（月）  
29 日（土） ふれあいライブ vol.31 
[展示予定] 展示はありません 
[公民館講座予定] 
●夏の公民館開放ｄａｙ☆  
1 日・3 日・5 日・8 日・10 日・12日・15 日・17 日・19日・22 日 

●エクセル講座 1 日 
●夏の子どもノーベル賞講座  
8 日・9 日・10 日（社会教育センターにて実施） 
●親子で学ぼう体験しよう 9 日 
●初心者陶芸体験 9 日 16 日 
●おとなの実験講座 15 日 
●「そらをまとう」ワークショップ 17 日（Ｕｐっぷにて実施） 
●パテシエに学ぶおうちで作れるお菓子教室 20 日 
●夏休み学習会 2020 光るどろだんごを作ろう！ 23 日 
●まなびーば sayama  26 日 
●くらまな大学 27 日 
●青少年セミナーうどぃ 
1 日・3 日・8 日・17 日・22 日・24日・29 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４４号》 

こうみんかん通信 

※新型コロナウイルス感染予防対策のため、急遽中止 

（もしくは延期）になる場合があります。 

講座の日程変更など詳しくは、大阪狭山市立公民館

のホームページや窓口等でご確認ください。 

6月 1日から、 
公民館事業が再開しました☆ 

★ 夏 の 講 座 ★ 

天体観望会 
7/26(日)  

月と木星、土星の接近を観察しよう。 

夏の子どもノーベル賞講座  
（社会教育センタにて実施） 

8/8(土)・9(日)・10(月) 7 月広報掲載 

知ることは、おもしろい！見て、聞いて、触って、目指

せノーベル賞 

「そらをまとう」ワークショップ  
（Ｕｐっぷにて実施）8/17(月) 8 月広報掲載 

※7/1～8/末 お家で作ったフラッグを募集します。 

パテシエに学ぶおうちで作れるお菓子教室 
8/20(木）7 月広報掲載 

ピカピカ光るどろだんごを作ろう！ 
8/23(日) 8 月広報掲載 

どろだんごに色付き「しっくい」を塗って瓶で磨いてピ

カピカ光るどろだんごを作ります。 

 
おとなの実験講座 
8/15(土)・9/26(土)  8 月広報掲載 

自分だけの“ミニ地球”を作ろう、観察しよう 

お天気講座 
9/5(土)『台風を学ぼう』 8 月広報掲載 

※詳しくはポスター・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。 

お待たせしました❕  
☆ふれあいライブ開催決定☆ 

8月 29日（土） 
※座席指定の為、事前申し込み必要。 
詳しくは 8 月広報にてご確認ください。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、３月

３日から約３ヶ月、臨時休館していましたが、６月１

日から貸館事業が再開し、各種講座も対策をとり、で

きることから実施し始めています。 

 まだまだ、感染への心配はつきませんし、感染拡大

防止対策を止める訳にはいきませんが、来館されるみ

なさんが、それぞれに対策を考え、予防に努めながら、

活動されている様子を見せて頂きうれしく思ってい

ます。 

 公民館では、できるカタチを探りながら、様々な活

動を行っていくことが出来ればと考えています。今後

とも、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。  

            市立公民館職員一同 


