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 牧野生涯学習市民センター 

 活動委員会主催イベント 

「赤ちゃんとお母さんのためのふれあい体操」 

 ミニ・ギャラリーさくらんぼ 

「みんなでつくる学校 とれぶりんか」 

 イベント報告 

「うたごえ広場」、科学史に親しむ講座「照明・

通信・移動－電気技術と近代化－」、「ご自慢の

ペットちゃんフォトコンテスト」 

 さだ・まきの文化創造プロジェクト主催事業 

「ハッピーハロウィン in まきの」 

玄関ロビーコンサート「ウクレレユニットライブ」 

 

牧野図書館 

 イベント【大人の塗り絵教室】、【朗読を楽しむ】 

 本の紹介 

テーマ：音楽を知る 『世界の音楽なんでも事典』 

テーマ：短編小説特集『朝日のようにさわやかに』 

 秋の読書週間【児童書わくわく袋 限定５０袋】 

 イベント報告 

第 2 回 地域歴史セミナー 

「歴史の中の牧野―片埜神社を中心に―」 

第 6 回 地域歴史講座  

「片桐且元と片埜神社」 

 

2018年 10月 1日発行 第 76号 

 

今月の１枚：「からすうり」前田みすず（枚方きりえ倶楽部）        ＜不許複製＞ 
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今月の TOPICS 
 



「赤ちゃんとお母さんのための 

ふれあい体操」 
ベビーマッサージやリズ
ム体操、手遊びなど赤ちゃ
んとの遊び方をご紹介！
産後の体操も兼ねて赤ち
ゃんと楽しく運動しまし
ょう♪お母さん以外の保
護者の方との参加もOK。 

開催日：１０月２７日（土） 
時 間：①１０：００～１０：４５ 

②１１：１５～１２：００ 
③１３：００～１３：４５ 

対象（赤ちゃんの月齢）： 
① と②は、生後 3ヶ月～8ヶ月 
③ は、生後 9ヶ月～１歳 3ヶ月 

場 所：２階 プレイルーム 
講 師：夛田洋子先生ほか 

（公社）日本３Ｂ体操協会公認指導士  

申 込：10月９日（火）10：００から 
牧野生涯学習市民センター２階事務室で、 
１０：３０より電話（050-7102-3137）
にて受付。 

 

「みんなでつくる学校 とれぶりんか」 
－展覧会に寄せて― 

とれぶりんかは、2003 年 11 月にでき

た〝みんなでつくる"フリースクール。 

不登校や引きこもりの仲間や障害がある仲

間たち、様々な事情から社会的に生きづら

さを抱えている仲間たちと横につながって

支え合う、仲間達の居場所として誕生しま

した。イラスト部はその仲間達のために誕

生した部です。（写真１） 

 

写真１：過去のとれぶりんかイラスト部展示風景 

 
センターからのお知らせ 

「うたごえ広場」 
９月８日（土）に開催した牧野生涯学習市

民センター活動委員会主催「うたごえ広

場」のイベントでは、９９人の方々にご参

加いただきました。当日は、FM ひらかた

さんの取材も受け、アコーディオンの生演

奏と共に、懐かしい歌を大勢で歌った楽し

いひとときでした。（写真２） 

 

イベント参加者募集！ ミニ・ギャラリー 
さくらんぼ（10/8～21） 
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写真２：アコーディオン奏者の堤義昭先生 

科学史に親しむ講座 

「照明・通信・移動ー電気技術と近代化ー」 

９月１６日（日）に開催したさだ・まきの文化創造

プロジェクト主催「科学史に親しむ講座」のイベン

トでは、小学生から大人まで３１人の方々が参加し

ました。大講義室と化したホールでは、科学の歴史

を紐解きながら、能動的に考えるというスタイルの

講座が展開されました。（写真３） 

 

 

写真３：科学史を講義する夏目賢一先生 

 

イベント報告 

https://2.bp.blogspot.com/-YsWqGAXKiCI/UnIEBpLUh1I/AAAAAAAAZ8U/y93ANBgvFi4/s800/baby_massage.png


「ご自慢のペットちゃんフォトコンテスト」入賞者発表 

写真４：「ご自慢のペットちゃんフォトコンテスト」展示風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投票期間 9/1～9/20 延べ 20 日間 有効投票総数 189 票 

～ 入賞者、ペット名と入賞作品の発表 ～ 

 

 

 

             

 

 

 

 

            

 

 

「ご自慢のペットちゃんフォトコンテスト」では 18 作品のご応募がありました。開催期間

中は、たくさんの方々にご投票いただき、誠にありがとうございました。写真展を通して改

めて動物のかわいらしさ、命の大切さを感じていただければ幸いです。（写真４） 

入賞されました方 （々写真５～７）、誠におめでとうございます。また、ご投票者の中から、

抽選で 3 名様に図書カード（500 円）を進呈しております。当選発表は、プレゼントの発送

をもってかえさせて頂きます。どうぞおたのしみに！        

センター長 野戸正樹 

主催 さだ･まきの文化創造プロジェクト 

共催 ◆フォトショップ ロッキーROCKY  ◆トヨダ写真店 
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写真５：エントリーNo.２ 

1 等賞  織田博志様 福 
写真７：エントリーNo.７ 

3 等賞 長井千都様 花 
写真６：エントリーNo.３ 

2 等賞 チャイママ様 チャイ 
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１階玄関ロビーコンサート「ウクレレユニットライブ」のお知らせ（申し込み不要） 



 

【児童書わくわく袋 限定５０袋】 

乳幼児～小学生を対象にした「児童書わくわく袋」をご用意。中にはスタッフが厳選した

本が２冊ずつ入っています(貸出)。ささやかなプレゼントも入っていますよ！！ 

 

【朗読を楽しむ】 
「聞き手に伝わる読み方」を学びませんか？ 

日時：平成３０年１１月７日・１２月５日 

平成３１年１月９日・２月６日・３月６日 

すべて水曜日（全５回） 

１４：００～１５：３０ 

会場：１階 まきの Learning Room 

講師：牧内多美子氏 

定員：１５人（原則、５回とも受講できる方） 

申込：１１月１日（木）９：３０より 

１階総合窓口、または電話 

（050-7102-3121）にて 

【大人の塗り絵教室】 
脳の活性化や癒しの効果がある塗り絵を 

体験してみませんか？無心になれる静かな

時間をお楽しみください。 

日時：平成３０年１１月３日（土・祝） 

１４：００～１６：００ 

定員：先着２０人 

対象：中学生以上 

会場：３階 第３集会室 

申込：１０月１５日（月）９：３０より 

1 階総合窓口、または電話 

（050-7102-3121）にて 

 

テーマ：短編小説特集 

タイトル：『朝日のようにさわやかに』 

著 者：恩田陸                 

出版社：新潮社 

発行年月日：2007.3 

図書館からのお知らせ 

イベント案内 本の紹介 
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テーマ：音楽を知る 

タイトル：『世界の音楽なんでも事典』 

著 者：ジョー・フルマン 

出版社：岩崎書店  

発行年月：2015.9 

紹介：音楽のしくみやタイプ、 

クラシック音楽の歴史、楽器 

などを写真や図でわかりやす 

く紹介。児童書ですが、大人 

でも楽しめる内容になっています。芸術の秋、 

音楽の知識を深めてみませんか？ 

紹介：SF、ミステリ、ホラー、 

ショートショート等、恩田陸 

の魅力がたっぷり詰まった短 

編集。秋の夜長にジャンルを 

超えた色とりどりの物語をお楽しみ下さい。 

秋の読書週間 

 枚方市立図書館では、１０月２７日～１１月９日まで、さまざま

なイベントを開催します。 

 牧野図書館では「大人の塗り絵教室」や「児童書わくわく袋」を

予定しています。 



 

第 6回 地域歴史講座 

「片桐且元と片埜神社」 
 
講師：市立枚方宿鍵屋資料館 

学芸員 片山 正彦氏 

 

日時：平成 30 年 9 月 15 日(土)  

14：00～15：30 

参加人数：47 人 

 

第 2回 地域歴史セミナー 

「歴史の中の牧野 
―片埜神社を中心に―」 
 
講師：片埜神社宮司  

岡田 広幸氏 

 

日時：平成 30 年 8 月 29 日(水)   

14：00～15：30 

参加人数：120 人 

※手話通訳付き  

 

 図書館のイベント報告 
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第 1回に引き続き、片埜神社宮司の岡田広幸氏を講師にお迎えして、縄文時代から現

代までの牧野を概観し、片埜神社の歴史について講演をしていただきました。120 人

の参加があり、石清水八幡宮の勅祭を手伝った際のエピソードを聞けるなど、学術的な

意味の深い講演でした。また、手話通訳者をお願いしたこともあって耳の不自由な方に

もご参加頂けました。（写真８） 

片埜神社に関する関連講座として、市立枚方宿鍵屋資料館学芸員片山正彦氏をお迎え

して、片埜神社に伝わる古文書をもとに、秀頼の命を受けて片埜神社修復に携わった片

桐且元に関わるお話を中心に講演していただきました。47 人の参加があり、聴講者か

らは多くの質問が寄せられ、充実した講義内容でした。（写真９） 

写真 8：第 2回地域歴史セミナー会場風景 

写真 9：第 6回地域歴史講座会場風景 



＜牧野生涯学習市民センター・牧野図書館 イベントカレンダー＞ 

 

牧野生涯学習市民センター・牧野図書館 

〒573-1143 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） 

牧野北分館 

〒573-1149 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・牧野文化創造プロジェクト 8 

さだ・まきの文化創造プロジェクト 
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