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「食品サンプルで
お好み焼きとたこ焼きを作ろう」
お好み焼きとたこ焼きの本物そっくりの食品サ
ンプルを作りませんか。
※お好み焼きはマグネット、たこ焼きはマグネ
ット・メモスタンド・チャームが選べます。

また会いたいと思われる第１印象や、相手に伝
わる声の届け方などを学びます。

５ ２３

※キャンセルは５月１８日（月）まで

※キャンセルは５月１５日（金）まで

「アロマで手作り石鹸
ラベンダー香るハンドメイド石鹸」

「ＰＰバンドでつくる
リングハンドルバッグ」

時：

「第１印象マナー
～人とかかわる際に大切な
話し方とマナー～」

日 時：
月
日（土）午前１０時半～１２時
対 象：１６歳以上
定 員：１５名（先着順）
受講料：１,０００円
（材料費８００円含む）
講 師：吉村佳美さん（和みマナー教室主催）
申 込：５月７日（木）以降に電話・FAX で受付

５ １９

日 時：
月
日（火）午後１時～３時
対 象：１６歳以上
定 員：１５名（先着順）
受講料：１,５００円
（材料費１,３００円含む）
講 師：吉元梨沙さん
（日本食品サンプルアート協会
認定インストラクター）
申 込：５月１日（金）以降に電話・FAX で受付

日

講座のお知らせ

ウイルス対策に 1 日に何度もする手洗い。
オイルから作る保湿成分をたっぷり閉じ込め
た、お肌と自然に優しいナチュラル石鹸を手作り
しませんか。
※石鹸のお渡しは約２週間後、使えるようになる
まで１ヶ月程度かかります。

５月２５日、６月１日、８日

５ ２８

日 時：
月
日 (木)午後１時～３時半
対 象：１６歳以上
定 員：８名（先着順）
受講料：２,０００円
（材料費１,８００円含む）
講 師：槙恭子さん
（日本アロマコーディネーター協会
トップインストラクター）
持ち物：マスク、胸当て付エプロン、炊事用手袋、
眼鏡（目を保護するもの）
申 込：５月１日（金）以降に電話・FAX で受付

毎週月曜日 午前１０時～１２時（全３回）
対 象：１６歳以上
定 員：１５名（先着順）
受講料：８００円
（材料費６００円含む）
講 師：松川扶実さん
（北部市民交流センター本館登録講師）
申 込：５月１日（金）以降に電話・FAX で受付
※キャンセルは５月１８日（月）まで

※キャンセルは５月２０日（水）まで

「パッチワークでまん丸ポーチ
(直径約１２cm)」

北部市民交流センター本館・北部公民館

まん丸のかわいいポーチを作ります。
日

時：

５月２７日、６月３日（水）

受付：月曜日から土曜日の
午前９時から午後８時
（日曜日・祝日は除く）

午後１時半～３時（全２回）
対 象：１６歳以上
定 員：１５名（先着順）
受講料：５００円
（材料費３００円含む）
持ち物：裁縫道具、筆記用具
講 師：松永由美さん
（パッチワーククラブ[キルトえむ]主宰）
申 込：５月７日（木）以降に電話・FAX で受付

受講料の納入は、講座開催日当日にお願いします。
新型コロナウイルスの影響で、開催が中止・延期
になる場合があります。ご了承ください。

※キャンセルは５月２０日（水）まで
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児童展示「あたらしいべんきょう」
開館後～５月２７日
新年度に始まる授業「英語」「プログラミング」ってどんな勉強をするの？
ワクワク・ドキドキしますね。そんなあなたに参考になる本を集めました。
さあ、始めましょう！
展示本（一部）
『小学生から始めるわいわいタブレットプログラミング』
『プログラミング教室』
『１０才からはじめるプログラミング図鑑』
『英語もののなまえ絵じてん』
『英語でわかる！日本・世界』
『Miffy』

開室時間
お 休 み
お問合せ

１０：３０～１８：００
日曜日･祝日･年末年始･毎月最終木曜日（図書整理）･特別図書整理期間
☎ ０７２-４６９-５１７１
※新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、５月１０日まで休館いたします。

✿長坂小学校から、ビオラが届きました✿
『花いっぱいプロジェクト』で長坂小学校の子どもたちが育てたビオラが北部市民交
流センター本館・北部公民館に届きました。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、５月１０日まで休館中ですが、開館するま
でキレイに咲いてもらえるように、スタッフ一同心を込めて育てていきます(^^)
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新型コロナウイルスについてのお知らせ
昨年１２月以降に問題となっている「新型コロナウイルス」の感染拡大に伴い、泉佐野市において、
市が実施する「イベントや行事等」の開催について２月２２日より当面の間、中止・延期しております。
それに伴いまして、当館でも図書室や交流スペースの閉鎖、自主事業（講座）を中止・延期させてい
ただいており、３月２３日～５月１０日まで休館することとなりました。
当館の利用を予定されていた皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願
いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、休館が再度延長になる場合もございますので、
最新情報は当館ホームページをご覧ください。

http://izumisano-jinbun.jp/

い泉佐野

北部市民交流センター

中止・延期になった講座
〇沖縄三線講座

【(月)午後 5 時半～6 時 50 分】

〇漢字検定→中止

〇元気いきいき体操

【(火)午前 10 時～11 時 20 分】

〇漢字検定対策講座→中止

〇楽しいパソコン Word･Excel 【(火)午後 1 時～2 時半】
〇セルフ整体ヨガ

【(火)午後 6 時半～7 時 40 分】

〇大人の美し文字

【(水)午後 3 時～4 時半】

〇体幹エクササイズ

【(水)午後 6 時～7 時 10 分】

〇シェイプエクササイズ

【(水)午後 7 時半～8 時 40 分】

〇リズムエクササイズ

【(木)午前 10 時半～11 時 50 分】

〇シェイプヨガ

【(木)午後 7 時半～8 時 40 分】

〇基礎から学べるパソコン

【(金)午前 9 時半～11 時】

〇ジュエリーバッグ
2 月 28 日･3 月 2 日→近日予定

〇消しゴムはんこ
2 月 27 日→今夏予定

〇パッチワークでまん丸ポーチ
3 月 4 日･11 日→5 月 27 日･6 月 3 日

〇第一印象マナー
3 月 28 日→5 月 23 日

〇スムージー作り
3 月 26 日→開催日時未定

〇台湾式リフレクソロジー
〇介護予防カラオケ

【(第 2 火)午後 1 時～3 時】

〇泉佐野元気塾

【（第 1･3 木）午後 1 時半～3 時】

4 月 7 日→開催日時未定
※その他、5 月 10 日までに開催予定
の講座も、すべて中止となります。

講座の申込みに関してはお電話で仮予約を承っています。返金の手続き・講座の受講料
納入に関しましては、５月１１日以降にさせていただきます。
申込みいただいていた講座の返金に関しては、個別にハガキをお送りさせていただいて
います。申込みをしているにも関わらずハガキが届いていない方や、当館から連絡がない
方がおられましたら、お手数ですが【☎０７２-４６４-５７２５ 午前９時～午後５時】
までご連絡ください。
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新型コロナウイルスＰＣＲ検査の保険適用後の検査体制
〇保健所が行政検査の対象外と判断しても、医師の判断で直接検査機関等の検査委託することが可能。
〇院内感染防止、精密管理の観点から、帰国者・接触者外来で検査を行うよう依頼。
〇さらに、今後は、民間の体制整備状況を踏まえ、保険適用による検査可能数の拡大を図る。

患者
受診

相談

かかりつけ医・一般の医療機関
医師や患者が相談
紹介・受診

帰国者・接触者相談センター
受診

帰国者・接触者外来

保健所

民間検査機関

順次拡大

PCR 検査可能な医療機関

地方衛生研究所
保険適用による新たな検査の流れ

！
手
洗
い
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出典元：厚生労働省ホームページ

北部市民交流センター本館

１階

第１会議室

料理室

第２会議室

自習室として、無料で開放して

円卓になっています。会議など

１０名前後で、ゆとりをもって

います。ご利用の際は、事務所

でご利用いただけます。

ご利用いただけます。

受付までお越しください。
（収容人数

（収容人数

（収容人数

１６名）

１５名）

２６名）

２階

和室

学習室

パソコンルーム

８畳２間です。ミシン（電気・

パソコン１９台＋講師用のパソ

水道が付いています。絵画教室

足踏み）やアイロンも貸出可能

コン１台設置しています。

や習字教室などでご利用いただ

です。

（収容人数
（収容人数

２０名）

いています。

１２名）

（収容人数

２５名）

大人数の会議や講義に利用し
ていただけます。２つの部屋を
合わせて１つの大部屋として
もご利用いただけます。

多目的 1
（収容人数

３６名）

多目的２
（収容人数

多目的 1・2
（収容人数

４５名）

ヨガや太極拳などが利用

ミーティングルームは４

しています。大型ヨガマ

部屋あります。少人数で

ットも備えています。

のミーティングにご利用

土足厳禁の部屋です（上

いただけます。
（収容人数４～６名）

履き不可）。

多目的３

９０名）

（収容人数１５名）
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ミーティングルーム

・北部公民館

貸室ご案内

３階

ホール

多目的４

机やいす、マイクなどの備品が貸出可能

少人数での会議や、講義などでご利用い

です。多目的に利用できますが、激しい

ただけます。

運動はご遠慮ください。
（収容人数

（収容人数

１６名）

３００名）

料金表
部屋名

収容人数

料

金（１時間あたり）

冷暖房費

第１会議室

２６名

３００円

１００円

第２会議室

１６名

２００円

５０円

料理室

１５名

３００円

５０円

和室

１２名

３００円

１００円

パソコンルーム

２０名

５００円

学習室

２５名

３００円

多目的１

３６名

４００円

※多目的１･２は合わせて１つの大部屋として利用可能

１００円

多目的２

４５名

４００円

※大部屋【室料７００円・冷暖房２００円】

１００円

多目的３

１５名

３００円

５０円

ミーティングルーム

４～６名

１００円

５０円

ホール

３００名

１６００円

多目的４

１６名

※パソコン１台につき５０円使用料として別途必要

５０円
５０円

６００円

２００円

５０円

※貸室は００分～５９分の１時間単位貸しとなります。
※料金は１室あたりの金額です。
※冷暖房費は７月１日～９月１５日、１２月１日～３月１５日のみ必要となります。
その他の期間は使用する場合のみ必要（任意）
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キッチンペーパーマスクの作り方
谷折り
山折り

用意するもの
・キッチンペーパー
・はさみ
・両面テープ
・ゴム（なければヘアゴムなどで代用）
・針金（ラッピング用品のもので可）

作り方の動画も
アップしています！

折り目を合わせましょう

①

キッチンペーパー
を 1 枚ちぎり、上と
下に両面テープを
貼ります。

②

キッチンペーパーと針
金を半分に折り、中心
に折り目を入れます。

両面テープをはがし、テープ
幅に折り込みます。
※針金を入れるのは１か所です。

③

表にひっくり返し、ひだ
を作ります。

半分に折り、広げて更
に半分に折ります。
折り目はしっかりつ
けましょう。

⑤

折り目を約 1 センチ間隔
で折り込んでいきます。

④

※針金は上部（鼻の部分）になるので、
下に向かってひだを折りましょう

裏返して、ひだを折っ
たまま、両端に両面テ
ープを貼ります。
ひだが広がらないよ
うに重りを置くと、や
りやすいです。

⑥

ゴムを好きな長さに切り ま
す。ゴムを置いたら、テープ
幅より少し広めに一緒に折
り込みます。

ここにゴムを置く

⑦
ここを中心にしぼめ
ると、横幅の大きさも
調整できます。

完成！
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折り幅を調節して、ご自
身のお好みの大きさにも
変更できます。
マスク不足を一緒に乗り
越えましょう☺

北部市民交流センター

体育分館

☎

072-464-8745

５月５日（火）開催予定の『レクフェス』は、
新型コロナウイルスの感染拡大防止の為
中止となりました。

北部市民交流センター

青少年分館

☎

空き缶・古紙回収（回収地域は、鶴原東町）
今月は、５月９日（土）午前１０時～（雨天中止

072-464-8700

）

・ビンとスプレー缶は回収しておりません。
（子どもがケガをするおそれがありますので、絶対に入れないでください。）
・空き缶は、空きビンが混ざっていると回収できませんのでよろしくお願いします。
・ペットボトルの回収ができなくなりました。ペットボトルを入れないようにお願いします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、青少年分館の子どもたちは参加しません。職員で回
収しますので、玄関前や指定場所にお出しください。よろしくお願いいたします。
北部市民交流センター

今月は２１日

本館・北部公民館

今月は１２日

音楽介護予防教室
時：毎月

072-464-5725

５月１０日（日）まで休館のため、開催は１１日（月）以降となります。

「泉佐野元気塾」
日

☎

「介護予防カラオケ」

第１･第３木曜日

歌って元気にカラオケ！

午後１時半～３時
対 象：泉佐野市介護保険加入の方（４０歳以上）
定 員：なし
参加費：無料
持ち物：飲み物、タオル
※動きやすい服装で参加してください
申 込：不要（会場まで直接お越しください）

第２

日 時：毎月
火曜日 午後１時～３時
対 象：４０歳以上
定 員：なし
：無料
持ち物：飲み物
申 込：不要（会場まで直接お越しください）
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長坂小学校

～201９年度のしめくくり～

電話：072-462-8661

かがやき学級「なかよし市場」（２/１３）
かがやき学級の子どもたちが製作した小物などを販売する｢なかよし市
場｣を開きました。今年は、カレンダー、しおり、おもしろ磁石、コースタ
ーなどを２学期からコツコツと作りため、この日を迎えました。
当日は、子どもたちの手書きのポスターやチラシなどを使って、担任の
先生だけでなく、ほかの学年の先生たちにも積極的に声をかけて、販売に
力を入れていました。

本物のお金を使うこともあり、緊張感のある中で、一生懸命におつりを
計算し、「ありがとうございました」と元気な声も出ていました。子ども
たちは「楽しかった」「全部売れてよかった」と満足げでした。

５年生「識字学級の聞きとり」（２/１９）
３学期、５年生は総合的な学習の時間を使い「識字」の学
習をしました。その中で、北部市民交流センター本館にある
鶴原識字学級について聞きとり学習を行いました。
識字生の方の思いが込められた手作りの DVD を観たり、も
っと知りたいことなどを質問したりする中で、文字の大切さ
や学ぶことの意味について考えることができました。
子どもたちは、「差別が文字をうばったことを知った」や
「これから、文字をていねいに書こうと思った」など、気づ
いたことや考えたことをふりかえっていました。

全学年「長縄集会」（２/２０）
２月１４日（金）～１９日（水）は、なわとび週間でした。
全校児童が、短縄や長縄を使って、元気に活動しました。今年
の短縄のテーマ曲はゆずの「マスカット」。リズムの良い曲で、
楽しく跳ぶ姿が見られました。長縄はどのクラスも真剣です。
１・２年生は、なわとび週間の１週間前から、体育館で体育委
員会のお兄さんお姉さんと練習し、３～６年生は、休み時間や
体育の時間を使って、一生懸命に練習しました。
そしていよいよ長縄集会本番。２分間でどれだけの回数を跳
べるかを競います。どのクラスも力いっぱい頑張りました。総
合優勝は６年２組で記録は「２１８回」でした。６年生は、今
までの積み上げと、最高学年のプライドですばらしいチームワ
ークを見せました。ほかの学級も自己新記録を出すなど、それ
ぞれが達成感を感じて長縄集会は幕を閉じました。
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防災・減災コーナー

放火されない地域づくり
これらの火災原因は私たちの不注意から起こ

放火（疑いを含む）による火災件数は、これ

るものではなく、人が故意に火をつけることによ

までの放火防止対策の取り組み効果で
平成２１年

って発生する犯罪行為のため防ぐことは難しい

１１,２０５件

と思われがちですが、傾向を知り対策を講じるこ
平成３０年

とで防ぐことができます。

４,７６１件

と減少しているものの、依然として火災原因の
みなさんは家の周りに、燃えやすい物を置いて

上位であることにかわりはありません。

いないでしょうか。

放火については、今までに、鍵をかけていな

放火の魔の手から地域を守るために、一人ひと

い窓から燃えている紙を投げ入れられて毛布が

りが「自分たちのまちは自分たちが守る」という

こげたり、空地に置いていたごみに火がつけら

意識を持ち、地域ぐるみで放火されないまちづく

れたりした事案などがあります。

りを心掛けましょう。

放火されないためのポイント
・ 家の周りは整理整頓して、燃えやすい物を置かない。
・ ゴミは決められた日の朝に、決められた場所に出す。
・ 防犯灯を設置し、夜も家の周りや駐車場を明るくする。
・ 門や通用口、物置、車庫等のドアは施錠する。
・ 郵便受けに、新聞やチラシなどをためない。

Tel ０７２-４６９-０１１９

Fax ０７２-４６９－００５０

☆ 火災・救急・救助は

局番なしの１１９番

☆ 携帯電話からも

局番なしの１１９番

☆ 火災発生場所テレホンサービス

「０７２－４６３－０００９」

携帯電話・プッシュ回線からは
医療機関照会・救急医療相談は
「♯7119」
☆
「救急安心センターおおさか」
IP 電話・ダイヤル回線からは
「06‐6582‐7119」
携帯電話・プッシュ回線からは
小児救急電話相談
「♯8000」
☆
（２０時から翌朝８時まで） IP 電話・ダイヤル回線からは
「06‐6765‐3650」
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クロスワードパズルを解いて、できる言葉は何でしょう。
抽選で２０名の方にプレゼント！【図書カード１,０００円分が当たります】
タテのカギ

1

2

3

4

5

当選者の発表は
７月号です☺
ヨコのカギ

6

G
A
J
1. 二郎系や家系、横浜系などの種
7
8
類がある。
E
2. 盆栽にするのに人気のある樹
10
種。京都・善峯寺には、これにま 9
つわる天然記念物がある。
B
3. 昔話の金太郎が担いでいる「ま
11
12
さかり」の別称。
4. 山形県を流れる川で、日本三大
13
14
15
16
急流の一つとされている。
F
K
5. 夏は道路からの〇〇〇〇〇によ
17
18
19
20
る日焼けや熱中症に注意が必
C
要です。
21
22
23
6. 日本の六古窯の一つ、狸の置
D
物が有名。
24
8. 画材の一つ。豊干・寒山・拾得
の３人が虎と寄り合って眠って
I
H
いる図。
25
12.高野山で木食応基により製法
が完成された精進料理の一つ。
保存食品としても有名。
【応募方法】
〆切 ６月１日（月）必着
13.天龍寺や大覚寺、車折神社な
以下の答えの欄に記入し、直接ご持参いただく場
ど名所史跡に富む地域。大堰
合は５月１1
日（月）以降、ハガキ・ＦＡＸ・E メ
川を挟み嵐山と並ぶ名勝地。
ールでも受け付けます。なお、応募の際は、以下①
15. 好みに合った〇〇〇入りナンバー
～⑥の内容をご記入ください。
プレートを発行することができる。
①クイズの答え
④年齢
16.風邪をひいたときに食べたくな
②住所
⑤電話番号
ります。関西では「おかいさん」
ともいう。
③氏名(ふりがな)
⑥ご意見・ご感想
17.格子模様の一種で、二色正方
形または長方形を交互に配した 【クロスワードの応募先】
泉佐野市立北部市民交流センター本館クイズ係
模様。英語ではチェックに相当
【はがき】〒598-0062
する。
泉佐野市下瓦屋 222-1(１日必着)
20.江戸時代の子どもたちに読み・
書き、そろばんなどを教えてい
【メール】
た教育施設。
izumisanojinbun@beach.ocn.ne.jp
21.ディズニー映画『ライオン・キン
【FAX】072-469-2284
グ』の主人公。スワヒリ語で「ラ
※応募は、1 人 1 通に限ります。
イオン」を意味する。
【個人情報の取り扱いについて】
23.伝説上の生き物。日本ではこれ
皆さまの個人情報につきましては、厳重に管理し、
にちなんだビール会社がある。
ご応募の目的以外では、使用しません。

1. 江戸時代から現在まで伝承さ
れている伝統的な話芸の一種
3. 日本人の〇〇〇〇〇という独特
な精神は、海外からも注目され
ています。
7. 弥生時代の大規模な環濠集落
がある地域。
9. 〇〇〇〇の帯はドイツの数学者
の名前に由来する。ユニバーサ
ルリサイクルマークとして採用
されている。
10.日本古来の音楽・舞のこと。宮
廷で行われるもの。
11.京都の五花街において仕事を
している女性のこと。三味線や
舞踊を披露する。
13.２０２４年度からは渋沢栄一、
津田梅子、北里柴三郎が印刷
されたものが発行されます。
14.激しい潮流が発生することによ
りできる自然現象。鳴門海峡が
有名。
17.海外でも人気のある忍者の流
派。甲賀流と並ぶ有名なもの。
18.北海道のお土産でカルビーか
ら発売されているもの。〇〇〇
ポックルと〇〇〇ピリカがある。
19.精神・生活の活力の源泉
例「音楽は心の〇〇」
22.青白い顔で犬歯と黒いマント
が印象的。血を吸うことで生き
ていくことができます。
24.天に達するほど高い建物の意
味。あべのハルカスもこのひと
つに含まれます。
25. 見知らぬ怪しい人のこと。学校
や警察などから〇〇〇情報が伝
えられ、子どもたちを守ります。

キリトリ

答

え

住

所

氏名(ふりがな)
年

齢

電話番号

A

あ

B

C

D

E

F

ど

G

H

ご
意
見
・
ご
感
想

I

J

た

C

K

G

