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今月の１枚：
「旅立ち」德留久美子（枚方きりえ倶楽部）

＜不許複製＞

今月の TOPICS
牧野生涯学習市民センター

牧野図書館







イベント
「うたのおねえさんとみんなで歌おう！
クリスマスファミリーコンサート」
笑門来福 まきのえびす亭
腸を活性化する足助体操
「30th ひらかた人形劇フェスティバル」
プレフェスティバル「あらしのよるに」
イベント報告
牧野北分館「クリスマスケーキ作り&パーティー」
活動委員会主催「クリスマスリースを作ろう！」

本の紹介 テーマ「たのしいクリスマス」
『クリスマスの女の子』
『マーガレットとクリスマスのおくりもの』



イベント報告
「大人の塗り絵教室」



１

12 月のおはなし会

生涯学習市民センターからのお知らせ

さだ・まきの文化創造プロジェクト主催事業
電話０５０－７１０２－３１３７ Fax０７２－８５１－２５６６

今年は、童謡生誕１００周年！みんなで一緒に楽しくクリスマスソングや、童謡を歌いましょう。
【出

演】 田中あつ子（歌） 矢吹直美（ピアノ）

【開催日】 １２月２４日（月・休）
【時

間】 １４：００開演（１３：３０開場）

【会

場】 ３階

【整理券】

ホール

１２月５日（水）１０：００～
牧野生涯学習市民センター総合窓口で配布
電話受付可

【定

員】 先着１３０名

全席自由席

※整理券は予定枚数に達し次第配布終了。

うたのおねえさん
＜田中あつ子＞

その場合、当日配布はありません。

ピアノのおねえさん
＜矢吹直美＞

あ す け

腸を活性化する足助 体操
【出

ほとんど仰向けの状態で行う体への負担が
少ない体操です。

演】 団子家みたらし 渚家梅仁 栄都 初都 松太郎

【開催日】 １月１２日（土）

【開催日】

１月１9 日（土）

【時

間】 １４：００開演（１３：３０開場）

【時

間】

１０：００～１１：３０

【会

場】 ３階 ホール

【会

場】

３階

【チケット】

５００円
１２月７日（金）１０：００～

【定

ホール

【参加費】

５００円

【申込み】

１２月７日（金）１０：００～

牧野生涯学習市民センター総合窓口で販売

牧野生涯学習市民センター総合窓口で受付

１０:３０～電話予約可

１０：３０～電話予約可

員】 先着１２０名

【定

※チケットは予定枚数に達し次第販売終了。

員】

【持ち物】

地元農家が丹精込めて育てた新鮮な季節の野菜を限定販売

【開催日】１２月１９日（水）
【時 間】１５：３０～１７：３０ 売り切れ次第終了

バスタオル・タオル・飲み物
運動のできる服装

その場合、当日券の販売はありません。

フレッシュ野菜プチマルシェ

先着２０名

no

●おでん、カレー、
サラダなど色んな
料理に使える“じゃがいも”。枚方市内でもたくさんの農家が栽
培しています。●“じゃがいも”は 1 年で 2 回収穫できます。2
月末ごろに種芋を植え付けして６月頃収穫する春じゃが（男
爵・メークインなど）と、８月末に植え付けして 12 月初め頃に収
穫する秋じゃが（デジマ・農林 1 号など）です。●写真のように
“じゃがいも”は土の中の「茎」（地下茎）の先にできるので「芋」
ではなく「実」ともいえます。農家の皆さんは、美味しい“じゃが
いも”を作るために肥料にも工夫しています。●12 月は秋じゃ
がの新物の時期。ぜひ、お近くの朝市（市 HP に掲載）で掘り
立てのホクホクを味わってください！(農業振興課 H.M)

Yes！農コラム 【じゃがいも】

２

前 売 り 券 情 報
枚方市こども夢基金活用事業

３０ｔｈひらかた人形劇フェスティバル・プレフェスティバル
来年３月に当センターで開催する「３０th ひらかた人形劇フェスティバル」のプレフェスティバル。今年結成７０周年を迎えた
人形劇団クラルテによる、ヤギのメイとオオカミのガブの友情を描いた人形劇。
【出
演】 人形劇団クラルテ
【開 催 日】 ２月２３日（土）
【時
間】 １４：００開演（１３：３０開場）
【会
場】 メセナひらかた会館（京阪枚方市駅より北へ徒歩約 8 分）
【定
員】 先着 250 名
【前 売 券】 前売り券１，０００円、当日券１，２００円
(前売り券完売の場合販売なし)※3 歳以上有料。 団体割引(10 名以上)800 円は要問合せ(☎050-7102-3137)
【販売場所】 各生涯学習市民・美術センター、
（公財）枚方市文化国際財団、枚方公園青少年センター
（子

図 書 館 か ら の お 知 ら せ

１２月のおはなし会

今月のオススメの本 テーマは「たのしいクリスマス」

クリスマスの女の子

おはなし会の最後にクリスマスにむけてサンタさん

徳間書店 ルーマー・ゴッデン／作
２０１８年１０月出版

が出てくる物語や歌を一つだけプレゼントするよ。

クリスマスプレゼントは何をお願い
しますか？

どんなサンタさんに会えるか楽しみにしてね！
日時：１２月１日・８日・１５日 各土曜日

お人形やおもちゃたちもみんなに会
いたくてたまらないんです。

１５：００～１５：３０
場所：マッキーのおへや（第１集会室）

みんなの願い事がかなうお話です。
マーガレットとクリスマスのおくりもの
あかね書房 植田真／作
２００７年１１月出版
マーガレットはサンタクロースに憧れ
る女の子。クリスマスの前の朝、玄
関の外にいたのは――？ささやかな
贈り物に心温まるファンタジー。

生涯学習市民センター・図書館の事業報告
センター主催事業

活動委員会主催事業

図書館主催事業

クリスマスケーキ作り＆パーティー
開催日：１１月１８日（日）

クリスマスリースを作ろう

大人の塗り絵教室

開催日：１１月２１日（水）

開催日：１１月３日（土）

料理教室では、小学生２１人が参加
しました。それぞれ思い思いの大き
さにホットケーキを焼きあげ、３段重
ねにし、クリーム・チョコ・フルーツな
どトッピングにも挑戦しました。最後
にみんなでゲームもして楽しく遊び
ました。

当日は１２人の方々が参加し、講師
のはしだみきこ先生のご指導によ
り、皆さん時間内に見事なオリエス
テルおりがみⓇを使ったリースを完
成されていました。

３

今回のテーマは「梅の実」。８色のク
ーピーペンシルで色を重ねて立体
感を出す作業にみなさん悪戦苦闘
の２時間でしたが、「難しかったです
が、夢中になりました」と満足感の
中帰宅されました。

利用者 ID 番号の更新手続きについて

利用者懇談会を１２/１１（火）に実施します
施設利用についての説明や意見交換などを行うた

ID有効期限が2019年3月31日までの団体は、1F総合

め、利用者懇談会を開催いたします。詳しくは職員に

窓口にてすみやかに更新手続きをお願いします。

お尋ねください。

２月に入りますと４月分の抽選予約にエントリーできなく
なります。

●日時／１２月１１日（火）１４：００～

なお、IDは各生涯学習市民（美術）センター共通です。

●会場／牧野生涯学習市民センター３Ｆホール

他のセンターでも更新可能です。

●案件／使用者ＩＤ番号の更新手続きについて。ほか

年末年始の12/29(土)～2019年1/3(木)は休館です
上記の６日間は、生涯学習市民センター・図書館ともに休館です。
1/4（金）に 2/9（土）～15（金）分の６週間前予約を９：３０から受付します。（インターネットからは１３：００～）
図書館の本の返却は、返却ポストをご利用ください。

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
F A X：センター 072-851-2566
図書館
072-855-1022
Email：info-makino@hirakata-sg.jp
U R L： 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（12/24 は開館）
年末年始（12/29～1/3）

〒573-1149

〒573-1143

枚方市牧野北町 11-1
電 話：050-7102-3170
F A X：072-850-1761
Email：info-makinokita@hirakata-sg.jp
U R L： 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
４

