
 春夏号                                     令和４年７月発行 

 

 

 

 

令和４年 4月 南花台公民館館長と図書の職員がかわりました。 

館長 （新）東山  正人    図書 （新）澤本 みちる 

事務     辻   祥子    図書 （新）茶木  智子  よろしくお願いします。 

 

                           

 

南花台公民館 教室・講座の予定 （７～11 月） 

◇日本遺産を極める 中世に出逢えるまち編（２回シリーズ） ➝広報 7 月号に掲載 

 ☆本市の日本遺産のテーマになっている「中世」を知り、市域の魅力を発見しよう。 定員 20 人 

第 1 回目「中世の政治と地域社会」７月２１日（木） 

 第 2 回目「中世の河内長野」8 月 18 日（木）                  

◇夏休み子どもプログラミング教室 ➝広報 7 月号に掲載 

☆パソコンで走行プログラムを組み込みこんでロボットカーを走らせます。 

   7 月 29 日（金） 14:00～16:00 対象／小学４～６年生 定員 20 人      

 ◇夏休み子ども藍の生葉染め教室 ➝広報 7 月号に掲載 

  ☆藍の葉を摘み取り、生葉を揉みながらハンカチを染めます。          

   8 月 3 日（水） 13:00～15:00 対象／小学生 定員 10 人（※1・2 年生は保護者同伴） 

  ◇消費者トラブルにあわないために～知っとこ、聞いとこ、契約のこと～ ➝広報 9 月号に掲載予定 

   ☆よくある消費者トラブル事例を聞き、その対応の仕方など対策をわかりやすく解説してもらいます。 

   ９月２２日（木） 13:30～14:30 定員 20 人 

  ◇普通救命講習Ⅰ「心肺蘇生法と AED 使用手順」 ➝広報 9 月号に掲載予定 

   ☆心肺蘇生法やＡＥＤの操作手順を救急隊員から教わります。 

   9 月２９日（木） 13:30～15:30 定員 20 人 

  ◇フレイル予防講座 ➝広報１０月号に掲載予定 

   ☆認知症の理解と予防策を学びます。 

   10 月 27 日（木） 13:30～15:00 定員 20 人 

  ◇朗読 文学シリーズ ➝広報１１月号に掲載予定 

   ☆心地よい語感に親しみながら、懐かしい文学に思いをはせてください。 

   11 月 27 日（日） 13:30～15:00 定員 20 人 

  ◇スマートフォン講座 ➝広報１１月号に掲載予定 

   ☆スマートフォンの基本操作や便利な使い方を学びます。 

   11 月下旬 対象／市民 20 人 

◎教室・講座のお問い合わせは、南花台公民館へ（電話 63-1131） 

南花台 8-4-1 

TEL 63-1131 

FAX 63-1194 

「公民館の清掃」を行いました。６月４日（土）

利用団体の皆さん５０名のご協力により、敷地内

の植木の伐採や雑草を除去していただきました。 



子育てわいわいルーム  
毎月第４水曜日 

（祝日除く） 

午前１０：３０～１２：００ 

※前日までに公民館へお申し込みを 
  

令和４年度 南花台公民館クラブ一覧 

 種目 クラブ名 定員 活動日 月会費 

１ 水彩画 碧水会 １５人 第１・２・３（水） 9:00～12:00 2,000 円 

２ 囲碁 囲碁 ２５人 第１・２・３・４（日）13:00～17:00 0 

３ 
詩吟 

南花台詩吟 １５人 第１・２・３・４（木）13:00～16:00 2,000 円 

４ 詩吟 １５人 第１・２・３（水）  9:30～12:00 1,000 円 

５ 

書道 

龍玉会 ２０人 第１・２・３（木） 10:00～11:45 2,000 円 

６ 水明会 A １６人 第 2・４（土）   9:00～11:30 1,250 円 

７ 水明会 B １６人 第２・４（土）   13:00～15:00 1,500 円 

８ 民謡 花謡会 ２０人 第１・２・３（木） 13:00～16:00 2,000 円 

９ 写真 コレトロ会 ２５人 第４（金）     13:00～17:00 500 円 

１０ 

英会話 

英会話サークル（中級） １５人 第１・３（金）   9:30～10:30 1,500 円 

１１ 英会話教室（初級） １６人 第２・４（金）    9:30～11:00 2,500 円 

１２ 英会話（初級） １６人 第１・３（木）   10:00～11:00 2,000 円 

１３ 茶道 南千花（裏千家） １２人 第１・３（水）   9:00～12:00 1,500 円 

１４ 西洋生花 フラワーデザイン １０人 第４（火）     10:00～12:00 2,000 円 

１５ 革工芸 ヒマワリ １２人 第１・３（金）   9:30～12:00 2,500 円 

１６ 陶芸 南陶会 １６人 第１・３（火）   9:00～16:00 3,000 円 

１７ 健康体操 ゆっくりっく体操 １０人 第１・２・３・４（土）13:00～14:30 2,000 円 

１８ 太極拳 健康太極拳 ２５人 第１・２・３・４（土） 9:00～11:00 500 円 

１９ リズムストレッチ 健康体操 GLEEM １２人 第１・２・３・４（水）13:00～16:00 2,000 円 

※定員に空きがあれば、途中入会もできます。クラブの入会や見学などについては、公民館までお問合せください。 

 

図書室からのお知らせ 

〇第 68 回青少年読書感想文全国コンクール 課題図書 のご案内 

1・2 年生（小学校低学年）／「ばあばにえがおをとどけてあげる」（評論社）、「すうがくでせかいをみるの」（ほ

るぷ出版）、「つくしちゃんとおねえちゃん」（福音館書店）、「おすしやさんにいらっし

ゃい！」（岩崎書店） 

３・４年生（小学校中学年）／「みんなのためいき図鑑」（童心社）、「この世界からサイがいなくなってしまう」（学

研プラス）、「チョコレートタッチ」（文研出版）、「111 本の木」（光村教育図書） 

５・６年生（小学校高学年）／「ぼくの弱虫をなおすには」（徳間書店）、「捨てないパン屋の挑戦」（あかね書房）、

「リンゴの木を植えて」（ポプラ社）、「風の神送れよ」（小峰書店） 

  

※課題図書の貸し出しは「小学生用」「中学生用」それぞれ利用者カード１枚につき１冊です。延長はできません。たくさんの人が

読む本なので、早く返却して下さい。（できるだけ１週間程度でお願いします） 

 

 

 

 

 

                                    
公民館は、火曜日から日曜日の午前９時から午後５時まで開館 ≪月曜日は休館≫ 

（※図書室は午前１０時から午後５時まで） 

 

 

食用廃油回収 
毎月第３木曜日  

午前１０：００～１１：３０ 

         場所：公民館玄関前 

※お問合せは市環境政策課へ 

 

 


