2018 年 7 月 1 日発行

第 73 号

今月の１枚：
「鉄砲百合」原 康 （枚方きりえ倶楽部）

＜不許複製＞

今月のおもな TOPICS
牧野生涯学習市民センター

牧野図書館


大人のための朗読会と読書会：宮沢



「夏のカラオケまつり」



「液体チッソで冷たくなろう！」

賢治の短編作品『セロ弾きのゴーシ



第 303 回サンサン人形劇場

ュ』など



ひとりぼっちのおおかみと７ひき



夏休み工作会：
「おさんぽワニを作ろ
う！」

のこやぎ

にしざわじょう



ワンダーランドシアター「ながれ星



みーつけた」



パネル展示：
「西澤丞『福島第一

廃

炉の記録』図書館パネル展」

「見て聞いて、さわって、感じて・・・」 

本の紹介：＜テーマ＞かいてみよ

えいごサマーレッスン

う！あんなもの、こんなこと

イベント報告：「ベビーマッサージとベ
ビーダンスで親子の友達作り！」ほか

ま
き
の
だ
よ
り
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センターからのお知らせ
７月のイベント
「夏のカラオケまつり」
エントリーした５０人の皆さんが各々フル
コーラス歌われます。多くの皆さまの観覧
と応援をお待ちしています。
開催日：７月７日（土）
時 間：１０：３０～１５：００頃
（受付は１０：００より開始します）
場 所：３階ホール
主

催：牧野生涯学習市民センター活動委員会

♪♪♪♪♪♪♪♪
「第３０３回サンサン人形劇場」
出演：人形劇団いれぶん
演目：ひとりぼっちの狼と７ひきのこやぎ
ワンダーランドシアター
「ながれ星みーつけた」
開催日：７月２９日（日）
時 間：１３：３０開演（１３：１５開場）
場 所：３階ホール
入場料：無料
定 員：１５０人
申込み：７月２日（月）１０：００より
センターにて入場整理券を配布。
電話予約可。
問合せ：電話（050-7102-3137）

募集☆おもしろ科学教室
「液体チッソで冷たくなろう！」
gatu

山田善春先生と一緒に科学のおもしろさに
触れてみよう！
講 師：山田善春先生
開催日：８月１０日（金）
時 間：１３：３０～１５：００
場 所：３階 ホール
定 員：５０人
参加費：２００円（当日）
持ち物：筆記用具
申込み：７月１０日（火）より 先着順
＜窓口＞１０：００～
＜電話＞１０：３０～
主 催：牧野生涯学習市民センター活動委員会

活動委員会主催イベント報告

「ベビーマッサージ＆ベビーダンスで
親子の友達作り！」５月 24 日に開催し
たこのイベントには、満員御礼の計 24 組の
皆さんが参加されました。

「はじめての切り絵」６月 21 日に 16 人の
皆さんが参加され、尾崎弘明氏ほか枚方きりえ
倶楽部の皆さんに講師をしていただきました。
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イベント報告

「第２７回まきの文化祭」

第２７回まきの文化祭は、６月１６日（土）
・１７日（日）の２日間開催し、多くの皆さまにご
来場いただきました。来館者はのべ約１９００人を数えました。近隣の皆さまには、ご理解と
ご協力をいただき誠にありがとうございました。

写真１：オープニングの南京玉すだれ

写真３：保育園児の絵画展示と夢講座アンケート

写真５：絵本の広場

写真２：おまつり広場

写真４：長尾高校吹奏楽部（初参加）

写真６：ホールでのコンサート
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「見て聞いて、さわって、感じて･･･」

えいご
えいごの世界を、みんなで、楽しく、
見て聞いて、感じてみよう！
幼児～小学生の『英語サマーレッスン』
2 日間のレッスンに参加して
キミの英語のとびらを開こう！

実施日
7 月 26 日(木)と 28 日(土)の全 2 日間
対象・時間
① 幼児年中～年長
9:00～10:00
② 小学 1～3 年生
10:15～11:15
③ 小学 4～6 年生
11:30～12:30
定員
① は 6 人／ ②③ は各 8 人
場所
第 1 和室 ※両日とも
参加費
1,000 円 ※税込・当日お支払い
お申し込み 氏名、生年月日、電話番号を記入の上
はがきでお申し込みいただくか、募集期間
中にお電話でお申込みください。
申込期間
7/5(木)※電話は 10:00 から
～7/17(火)※電話は 17:00 まで
※定員を超えた場合は抽選となります。
※抽選の有無・結果は 7/23 までに連絡。
申込み先
「えいごサマーレッスン」の係り
主催
さだ・まきの文化創造プロジェクト

牧野生涯学習市民センター
TEL 050-7102-3137
〒573-1143 枚方市宇山町 4-5 FAX 072-851-2566
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図書館からのお知らせ
イベント案内
大人のための朗読会と読書会
宮沢賢治の短編作品
『セロ弾きのゴーシュ』などの朗読と読書会
朗読：牧内多美子さん
日時：7 月 18 日（水）14：00～15：30
対象：中学生以上
定員：先着 35 人
場所：まきの Learning Room
申込：不要
※手話通訳が必要な方は
7 月 11 日（水）までに牧野図書館へ

夏休み工作会
「おさんぽワニを作ろう！」
日時：7 月 22 日（日）13：30～15：00
対象：小学生
定員：先着 10 人
場所：牧野図書館 第 1 集会室
受付：2018 年 7 月 1 日（日）9：00～
１階総合カウンター、もしくは
電話（050-7102-31２１）まで

本の紹介
テーマ：かいてみよう！あんなもの、
こんなこと
「日本の大和言葉を
美しく話す」
著者：高橋こうじ
出版社：東邦出版
発行年月日：2014.12
紹介：大和言葉は日本固有
の言葉。というとあまり聞きなれないかもしれ
ませんが、私たちが日常使っている「山」や「川」
といった単語も大和言葉です。
「楽しみにしてい
ます」より「心待ちにしています」。言葉の違い
を楽しみながら昔からある大和言葉を日常的に
取り入れてみるための本。

「絵でわかる漢字使い分け」
編著：どりむ社
出版社：PHP 研究所
発行年月日：2016.9
紹介：言葉を文章にするとき
に漢字は欠かせないもの。漢
字を使うには意味を知り、使
い分ける事が大切です。
この本は「関心」と「感心」、
「収める」
「納める」
「治める」「修める」の違いなど日常で目にする
語句をメインに紹介しています。イラスト付きで
小学生向けならではのわかりやすい一冊です。

パネル展示
にしざわじょう

「西澤丞『福島第一 廃炉の記録』図書館
パネル展」
期間：7 月 2４日（火）～8 月 26 日（日）
場所：１F ロビー
巨大な原子炉の周囲で懸命に働く人々の姿
や、今も残る津波の爪痕、真新しい設備群の内
部など福島第一のまさに現場の姿がとらえら
れている写真家・西澤丞の写真展示です。
問合せ：電話（050-7102-3121）

イベント報告
第５回地域歴史講座
「戦国末期、招提は寺内町であった」
開催日：６月１０日（日）
「宿場町枚方を考える会」会長の堀家啓男氏を
お招きし、約 40 年続いた招提の寺内町がどの
ような終焉を迎えたのかを講演していただきま
した。45 人が参加。
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７月のイベントカレンダー
月曜日

火曜日

水曜日

★親子で楽しむおはなし会
◎図書館職員のおはなし会
◆ボランティアのおはなし会
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第 303 回
サンサン人形
劇場 整理券
配布開始
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3🍀

木曜日

金曜日

🍀「よみかき」教室
💛センターのイベント
□図書館のイベント

4

5🍀

１1

6🍀

１2 🍀

17🍀
えいごサマーレ
ッスン申込締切

23

24

30

１3🍀
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１4◎

15

15:00～

18★

19🍀

20🍀

親子で楽しむ
おはなし会
11:00～

25◆

26 💛

27

💛えいごサマー
レッスン 1 日目

15:３0～

２1◎

２2□

おはなし会
15:00～

夏休み工作会
おさんぽワニを
作ろう！
13：30～

28 💛◆

29 💛

💛えいごサマー
レッスン２日目
◆かくれんぼ
10：30～

第 303 回
サンサン人形
劇場 13：30

31

牧野生涯学習市民センター・牧野図書館

牧野北分館

枚方市宇山町 4-5
電 話：センター 050-7102-3137
図書館
050-7102-3121
FAX：センター 072-851-2566
図書館
072-855-1022
Email：info-makino@hirakata-sg.jp
URL: https://makino.hirakata-sg.jp/
開館時間：月曜日～土曜日 9：00～21：00
日曜日・祝日 9：00～17：00
休館日：第４月曜日（9/24、12/24 は開館）
年末年始（12/29～1/3）

〒573-1149

〒573-1143
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おはなし会

かくれんぼ

休館日

7 💛◎

💛夏のカラオケ
まつり 10：00
◎おはなし会
15:00～

おもしろ科学教
室「液体チッソ
で冷たくなろ
う！」申込開始

16

日曜日
1

えいごサマーレ
ッスン申込開始

１0🍀

土曜日

枚方市牧野北町 11-1
電話：050-7102-3170
FAX：072-850-1761
Email：info-makinokita@hirakata-sg.jp
URL: https://makinokita.hirakata-sg.jp/
開館時間：月曜日～土曜日 9：00～21：00
日曜日・祝日 9：00～17：00
休館日：第４木曜日、年末年始（12/29～1/3）

さだ・まきの文化創造プロジェクト

さだ・牧野文化創造プロジェクト

