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今月の１枚：鶏（にわとり） 清水務（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
バリアフリー映画会「愛を積むひと」



今月の展示
「本で深める映画の世界」
「本屋大賞受賞＆ノミネート作品」

イベント
活動委員会主催「春休みたのしく英語であそぼう」
ミニ・ギャラリーさくらんぼ「福島萌華展」
自主事業「家電リサイクル博士になろう！」



まきの文化祭開催決定！！参加団体募集



施設のご利用について



事業報告「大人のためのえほんのおはなし会」



牧野北分館イベント
和室・調理室を一般開放しています



蔵書点検に伴う臨時休館のお知らせ

問合せ

生涯学習市民センターからのお知らせ

牧野生涯学習市民センター

電話０５０－７１０２－３１３７ Fax０７２－８５１－２５６６

活動委員会主催事業

春休み たのしく英語であそぼう！

ペアを組んでゲームなどをしながら
新小学生英語の準備をしましょう。

【講 師】
【開 催日】
【時 間】
【会 場】
【参加費】
【申込み】
【電
【対

島 雅子
３月２７日（水）
１０：００～１０：４５
３階 ホール
２００円
３月６日（水）より先着順にて受付
１０：００～２階事務所にて、１０：３０～電話可
話】 ０５０－７１０２－３１３７
象】 小学校新 1 年生・新２年生とその保護者
ミニ・ギャラリーさくらんぼ

家電リサイクル博士になろう！

福島萌華展

家電リサイクルの仕組みとエコロジーを学び、

３月６日（水）～３月１９日（火）

磁石を使った不思議な実験やクイズをします。
【開 催日】 ３月２８日（木）

展覧会によせて

【時 間】 １０：００～１１：００

賑やかなところが苦手な子どもだった萌華は、い

【会 場】 ２階 第 1 集会室

つもぼんやり 1 人でいるような大人になりそうだ

【参加費】 無料

なという私の予想を裏切って中学から通い始めた
塔本美術教室で、自分の好きなものを描きはじめ

【申込み】 ３月８日（金）より先着順にて受付

てからは、好きなものにまっすぐな大人になった

１０：００～総合窓口および電話にて

ように思います。

【電

話】 ０５０－７１０２－３１３７

良くも悪くも正直なので、絵も自分の好きなもの

【対

象】 小学４年生以上（保護者同伴可）

が全面に出てきますが、それでいいんだよねっと

【定

員】 先着２５名

言ってくれた塔本先生や池野先生方の中で縮こま

【主

催】 さだ・まきの文化創造プロジェクト

った心をのばすように描かれた絵を多くの方に楽

【協

力】 関西リサイクルシステムズ株式会社

しんでいただけると嬉しく思います。
母より

まきの文化祭開催決定！！
参加団体募集
開催日

施設の利用について
３月２２日（金）
・２３日（土）
・２４日（日）は、
３０ｔｈひらかた人形劇フェスティバルの開催の為、
「１階ロビー」
「２階ロビー」
「諸室」のご利用ができ
ません。「図書館」
「ラーニングルーム」
「総合窓口」
「印刷室」は、通常通りご利用いただけます。

６月１５日（土）・１６日（日）

参加申込み、問い合わせは牧野生涯学習市民センター
２階事務所へ直接お越しください。

また、４月６日（土）
・７日（日）
、４月２０日（土）
・
２１日（日）は大阪府議会議員選挙、枚方市議会議員
選挙の投票所として使用するため、2 階ロビーの一部
が使用できません。

今後の予定
第２回実行委員会

３月 ４日（月）１３時１５分～ 第２集会室

第３回実行委員会

４月 ８日（月）１３時１５分～ 第３集会室

第４回実行委員会

５月１３日（月）１３時１５分～ 第３集会室

第５回実行委員会

６月 ３日（月）１３時１５分～ 第３集会室

利用者の皆様には、ご不便をおかけ致します。
ご協力の程、お願い申し上げます。

主催 第２８回まきの文化祭実行委員会
２

問合せ

図 書 館 か ら の お 知 ら せ

牧野図書館

電話０５０－７１０２－３１2１ Fax０７２－８５５－１０２２

バリアフリー映画会「愛を積むひと」
バリアフリー映画は、場面を説明する音声ガイドや、日本語字幕がついた、誰でも
一緒に楽しむことができる映画です。手話通訳もあります。
北海道で第二の人生を送る夫婦に思わぬ出来事が訪れ、愛と絆を見つめ直す姿
を描いたヒューマンストーリー。2015 年、数々の賞を受賞しました。
監督：朝原雄三 出演：佐藤浩市、樋口可南子、北川景子、野村周平 ほか

【開催日】
【時 間】
【会 場】
【参加費】
【申 込】

３月２１日（木・祝）
１４：００～１６：０５（３０分前より開場）
牧野生涯学習市民センター ３階 ホール
無料
３月４日（月）より １０：００～総合窓口で受付
１０：３０～電話受付（050-7102-3121）
FAX、はがきでも受付可。詳しくはチラシをご覧ください。
【定 員】 先着９０名

今月の展示

「本で深める映画の世界」「本屋大賞受賞＆ノミネート作品」
『映画にまつわる

x について』

『鹿の王』（上下巻）

西川美和／著

上橋菜穂子／著

実業之日本社

KADOKAWA

2013 年 3 月出版

2014 年 9 月出版

映画監督が見た、映画に関する様々な「Ｘ」について、脚本も務

２０１５年本屋大賞受賞作品。帝国から故郷を守るため、

める作者が、映画を作る側の視点から書いています。オーディ

戦いを繰り広げた戦士団の頭ヴァンは岩塩鉱に囚われて

ションやバリアフリー映画についての話は、興味をそそる内容

いた。ある夜、不思議な犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が

で、映画鑑賞の視野を広めてくれる１冊です。

発生する。その隙に逃げ出したヴァンは幼子を拾い、ユナ

作者は映画『ゆれる』『夢売るふたり』などの作品で映画賞を獲

と名付け、育てるが…。中高生にも読める、わくわくするフ

得し、小説家としても『永い言い訳』などの作品を発表し活躍し

ァンタジーですが、孤独で力強い主人公や、多様な国の状

ています。この本は、２巻目も出版されています。ぜひお楽しみ

況で、葛藤しながらも生きていく人々など、登場人物に深

ください。

みがあり、大人の方にも読み応え充分です。

図書館の事業報告「大人のためのえほんのおはなし会」
開催日：平成 31 年１月 30 日（水）14:00～14:45
会場：牧野図書館 第１集会室

参加者：26 名

図書館で読み聞かせを行っておられる「牧野おはなしかくれんぼ」主催の大
人のおはなし会が開催されました。いつものおはなし集会室は大人たちでい
っぱいになりました！しっとり聞かせる物語から、思わず笑ってしまう小噺ま
で、大人だからこそ楽しめる絵本・紙芝居がたくさん飛び出しました。参加者
の方からは、「こういうの初めてです、楽しかったです」とお声掛けいただきま
した。
３

2019 3月のイベントカレンダー
月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

1

2

3

北分館無料開放日は和室・調理室を9:30～12：00まで無料開放しています。

●北分館無料開放日

📖は図書館員によるおはなし会です。

足助體操
１０：００～１１：３０

3月23日(土）11:30から、ひらかた人形劇フェスティバル、パフォーマンスコーナーで図書館員によるおはなし会を開催します。

🍀はボランティアグループによるおはなし会です。

4

5

6

7

8

１４：００～１５：３０

12

13

9

🍀 ふれあいルーム

朗読を楽しむ（第５回）

11

図書館蔵書点検臨時休館

10

📖 おはなし会 １５：００～

１０：００～１２：３０

14

15

16

🍀 ふれあいルーム

乳幼児健康相談
１０：００～１１：００

１０：００～１２：３０

17

●北分館無料開放日
足助體操
１０：００～１１：３０

📖 おはなし会 １５：００～

18

19

20

21 春分の日

📖 親子で楽しむおはなし会

22

１１：００～

23

🍀 ふれあいルーム

バリアフリー映画会
１４：００～１６：０５

24

🍀 かくれんぼのおはなし会

１０：００～１２：３０

１０：３０～

人形劇フェスティバル

25

26

休館日

27

28

春休みたのしく
英語であそぼう １０：００～
🍀 かくれんぼのおはなし会

29

家電リサイクル博士になろう

１０：００～１１：００

30

🍀 ふれあいルーム

31

📖 おりがみのおはなし会

１０：００～１２：３０

１５：００～

１５：３０～

図書館の臨時休館について

牧野北分館の和室・調理室を一般に無料開放しています

３月まで、牧野北分館の調理室と和室を試験的に、無料開
放しています。お友達との団らんや、ティータイムなどお気軽
にご利用ください。部屋の使用方法については、一部制限が
あります。詳しくは職員までお問合わせください。
【一般開放日時】
３月までの第１・第３土曜日
９：００～１２：３０
【使用料】 無料
【申込み】 不要、直接お越しください

図書館は蔵書点検のため
2 月 25 日から

3 月 2 日（土）まで、臨時休館し

ております。ご了承ください。
なお、生涯学習市民センター、総合窓口は通常通り開
館しておりますのでご利用ください。

2019 年 4 月 1 日から

開 館 時 間 の ご 案 内

敷地内禁煙
喫煙所の撤去を行います。
利用者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
枚方市では、
「健康増進法の一部を改正する法律」の
公布を受け、市施設については敷地内禁煙を実施します。

天皇の即位の日を休日とする法律およ
び、祝日法に規定する「国民の祝日」の
規定が適用され、4 月 29 日（月）～

5 月 6 日（月）まで開館時間が１７時
までとなります。

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（祝日の場合は開館）
年末年始（12/29～1/3）

〒573-1149

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）

〒573-1143

４

