
こんにちは！何年生ですか？ 

小学 6年生です。 

ふれあいピアノがあるのを知っていましたか 

図書館に勉強しに来た時に、公民館に寄っ

て「ふれあいピアノ」を見つけました♪ 

ピアノは習っているの？ 

2年位習っています。クラスで習っている子

が少ないから、弾けたらカッコイイと思いま

した。 

 

公民館クラブ紹介 数珠つなぎは緊急事態宣言発出中
の為お休みさせて頂きます。 

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。 

 

公民館川柳 

第 7回のテーマは「お月見」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 
「七五三」です。 
ユニークな作品 
お待ちしています。 
10月 20日締切 

前回の展示の様子 

インタビュー 
Part.11 

公民館ふれあいフロアの窓際
に置いている、『ふれあいピア
ノ』を弾きに来てくれた、ゆら

ちゃんにインタビューしまし
た♪ 
 

近々ピアノの発表会があるそうです。 
ソロと連弾と 2曲練習しているとのこと。 
発表会楽しみですね！ 

 

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 3 期 12年目を迎えました。 

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】 

■うお座  

■好きなこと：南国の観葉植物、と 

やちむん の収集 

■休みの日には：新鮮な野菜や果物を食す 

 狭山池ウォーキング 

■大阪狭山市の好きなところ：自然がいっ

ぱい狭山池 

※やちむん…沖縄のことばで焼物のこと 

 
＊お月見に ママはお酒で パパ団子 
             明生 
 
＊兎跳ね 狸が囃す 月見かな  
             ひげじい 
 
＊縁側に ぐい吞み二つ 月見酒 
             春陽 
 
＊年かさね 月見て思う しあわせを 
            メルモ 
 
＊月へ飛ぶ でっかい夢は 100 億円 
            孝ちゃん 
 
＊お月さま コロナ騒動 見えますか 
            ソフィア 
 
＊月見てる コロナの地球 かわいそう 
            さやまさ 

こんにちは。3 月からお世話になってい

ます越中直美（こしなか なおみ）です。 

元々生まれ育った、このまちが大好きで

すが、市立公民館に勤めはじめて、大阪狭

山市のみなさんとかかわることが出来て、

よりいっそう”さやま“愛が深まりました。 

私の公民館おススメスポットは 3F 東側

の窓からの眺めです。狭山池を含めこのま

ちを見渡すことができます。 

利用者のみなさんに気軽に声をかけて頂

けると嬉しいです。 

宜しくおねがいします。 

ピアノに興味のある方、練習の成果を『ふれあいピアノ』で
披露してみませんか？ 

朝は、8時 30分～9時 お昼は 12時～1時 
夕方は 5時～6時に演奏することができます。希望される方
は、まずは公民館事務所まで。楽しみにお待ちしています。



公民館のおもな予定 
【９月の予定】 休館日：３０日（木）    
17 日(金) ふれあいサロン 

23 日(木・祝) 街のすぐれもの紹介デー 

［展示予定］ 
2 日(木)～4日(土) 水彩画同好会いろどり 
5 日(日)～7日(火) アトリエ 11 

8 日(水)～11 日(土) 水彩「悠」同好会 
12 日（日）～14 日(火) みづ絵 
18 日(土) みんなでピースコンサート写真展示 

24 日(金)～26 日(日) 楽彩 

[公民館講座予定] 
●簿記講座 3日 

●企画しま専科 3 日 
●エクセル基礎 4 日 
●くらまな大学 2021 7日 

●木工体験 12 日 
●まなびーば sayama2021 15 日 
●タブレット in 社会教育センター 20 日 

●HTML 24日 
●学びあい結びあい講座 24日 
●環境講座 25 日 

●初心者陶芸講座 25 日・26 日 
●パソコン相談室 27 日 
●オンラインに慣れよう勉強会 Zoom 29日 

●青少年セミナー表現俱楽部うどぃ  
4 日・6 日・11 日・13日・18 日・20 日・25日・27 日 

●表現ワークショップ 4 日・11日・18 日・25 日 

                          

こうみんかん通信 

《第５１号》 

【１０月の予定】 休館日はありません 
2 日(土)新春こどもまつり 2022 第 1回目会議 
15 日(金) ふれあいサロン 

[展示予定]  
2 日(土)～4日(月) いきいき写真くらぶ 
6 日(水)～9日(土) 楽雅喜会 
12 日(火)～14 日(木) 遊彩 

16 日(土)～18 日(月) 歩絵夢 
19 日(火)～23 日(土) 七彩同好会 
24 日(日)～27 日(水) 水彩画コスモスの会 

[公民館講座予定] 
●HTML 1 日・8 日・15日・22 日 
●ワード基礎 2 日・9 日・16日・23日・30 日 

●親まなび講座 4日 
●まなびーば sayama2021  6 日 
●どんとこい介護 2021 12日 

●くらまな大学 2021 14 日・26日 
●成人大学講座 16 日・23日 
●初心者陶芸講座 16 日・23 日 

●ひとりでできるもん 16 日 
●オンラインに慣れよう勉強会 Zoom 28日 
●天体観望会 31日 

●青少年セミナー表現俱楽部うどぃ 
2 日・4 日・9 日・11 日・16日・18日 23 日・25 日・30日 

●表現ワークショップ 2 日・9 日・16日・23 日 

 8月 26 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や中止になる場合
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。 
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*ジェンガ *パンデミック 
*ブロックストライゴン 
*カタン *人生ゲーム 

*モノポリー *ウボンゴ  
*コヨーテ  
*はぁっていうゲーム 

*ゲームスタジアムデラックス 
*百人一首 *SKULL 
*ハローキティ黒ひげ危機一髪 

*もしもしカードゲーム  
*インサイダーゲーム 等 

公民館のボードゲームで遊んでみませんか 
月・水  午後 4時 30分～8時 30分 

土・日 午後 2時～8時 30分 

10月 START!! 事前申込不要・無料 
空室開放なので利用できない場合があります。 

 

夏休み学習会 2021 8月 2日実施の『夢をかなえる 
でっかいアマビエをつくろう！』に参加してくれた小学
生 3年生～6年生の子どもたち 16名の共同作品です。 

コロナ退散!! 

みんなでコロナを乗り切ろう！ 


