
牧野生涯学習市民センター 

 ハロウィン特別講座「ゾンビ学」への招待 
 

 

 ファミリーコンサート 

スキップ楽団がやってくる 
 

 すこやか体操 ～究極のアンチエイジング～ 

 

 ミニギャラリーさくらんぼ 水彩画展示 

 

牧野図書館 

 大人の塗り絵教室 

 

 大人のための朗読会 and 朗読発表会 

 

 図書館に新しい仲間が増えました 

 

 読書シートのご案内 
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今月の TOPICS 

今月の１枚：ポピー 山中 富士子 （枚方きりえ倶楽部） ＜不許複製＞ 
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も っ と 知 り た い

 

 

 

ハロウィン特別講座 

ゾンビはなぜ愛されるのか。ゾンビ像の変遷をたどり、その魅力に迫ります。 

講師は、近畿大学准教授の岡本健先生。 

ゾンビが登場する映画、アニメなどが好きな方、どうぞお気軽にご参加下さい！ 

「ゾンビ学」への招待 

【日 時】 １０/２７（日） １４：００～１５：３０ 

【会  場】 ３階 第３集会室 

【申込み】 １０/１（火） １０：００～ 

センター窓口で受付（電話可） 

【定 員】 先着５０名 

【参加費】 無料 

【主  催】 牧野生涯学習市民センター 

 

 

受 付 開 始 
１０/１（火）１０：００ 

開 催 日 時 
１０/２３（水）１３：３０

「すこやか体操」 
～究極のアンチエイジング～ 

人生 100 年時代は、ますます健康管理が重要になる

時代です。肝臓と腎臓を養う健康体操を習慣にして、

艶のある生き方をしましょう！ 

【日 時】 １０/２３（水） １３：３０～１５：００ 

【会  場】 ３階ホール 

【申込み】 １０/１（火） １０：００～ 

センター窓口で受付（電話可） 

【定 員】 先着３０名 

【参加費】 ５００円 

【主  催】 牧野生涯学習市民センター活動委員会 

 
【講師プロフィール】 

健(すこやか)勇希 

元バドミントン選手。競技生活中、腰痛で歩けなく

なったが独学で完治させる。その経験を基に現在

は個人のニーズと身体能力に合わせた運動を提

案している。主な活動内容はバドミントンコーチ、

健康教室、スポーツ教室、執筆活動。 

 

ミニギャラリー さくらんぼ 

展覧会によせて 

風景写真を水彩で描きました。 

ご覧いただければ幸甚に存じます。 加藤 泰 

【期   間】 １０/1（火）～１０/１４（月・祝） 

【展示場所】 ２階ロビー 

 

 

開 催 日 時 
１１／２（土）1４：００ 

【日 時】 １１/２（土）  

開場１３：３０  開演１４：００ 

【会  場】 ３階ホール 

【申込み】 １０/８（火） １０：００～ 

センター窓口で受付（電話可） 

【定 員】 先着１２０名 

【参加費】 大人７００円 

       小人３００円（３歳以上小学生まで） 

【主  催】 牧野生涯学習市民センター活動委員会 

ファミリーコンサート 

スキップ楽団がやってくる 
受 付 開 始 

１０/８（火）１０：００ 

スキップ楽団は、１９７７年の結成以来、長年にわたり幼

稚園保育所、子育て支援イベント等への訪問公演活動を続

ける楽団です。 

そのステージは、じっとして見ているだけではありませ

ん。手拍子をして元気に歌ったり、リズムに合わせて体を

動かしたり、みんなで参加するコンサートです。 

子どもたちにおなじみの楽器や珍しい楽器も登場します。 

【講師プロフィール】 

岡本 健（おかもと たけし）   

 

近畿大学 総合社会学部 総合社会学科 

社会・マスメディア系専攻 准教授 

著書に、『巡礼ビジネス』（KADOKAWA） 

『アニメ聖地巡礼の観光社会学』（法律文化社） 

『ポスト情報メディア論』（ナカニシヤ出版） 

『ゾンビ学』（人文書院） 

『n 次創作観光』（北海道冒険芸術出版） 

など 

 

生涯学習市民センターからのお知らせ 
イベント申込み・問合せ 牧野生涯学習市民センター 
電話０５０－７１０２－３１３７ Fax０７２－８５１－２５６６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 書 館 か ら の お 知 ら せ 
問合せ 牧野図書館 
電話０５０－７１０２－３１2１ Fax０７２－８５５－１０２２ 

工事に伴う図書館一部閉鎖のお知らせ 

３ 

 

【大人の塗り絵教室】 

毎年恒例、人気イベント！脳の活性化や癒しの 

効果がある塗り絵を楽しみましょう。 

【講 師】登内 敬子(とのうち けいこ)氏 

【開催日】１１／３（日） 

【時  間】１４：００～１６：００ 

【会  場】牧野生涯学習市民センター３階  

第３集会室 

【参加費】無料 

【申込み】１０／７（月） 

１０：００～総合窓口で受付 

１０：３０～電話受付（050-7102-3121） 

【定 員】先着２０名（中学生以上の方） 

空調工事のため、下記の日程で図書館開架室・Learning Roomが利用できなくなりますのでご了承ください。 

カウンターでの予約資料受付や貸出、資料返却、貸出カードの登録や更新は通常通り行います。 

ご不便をおかけいたしますがご了承ください。 

１０月９日(水)～１１月２日(土) 

【大人のための朗読会 and 朗読発表会】 

昨年度開催の「朗読を楽しむ」講座の受講者が 

成果を発表します。聴衆を募集します。 

【講 師】牧内 多美子(まきうち たみこ)氏 

【開催日】１１／１３（水） 

【時  間】１４：００～１５：００ 

【会  場】牧野図書館 第１集会室 

【参加費】無料 

【申込み】１０／１５（火） 

１０：００～総合窓口で受付 

１０：３０～電話受付（050-7102-3121） 

【定 員】先着３０名（中学生以上の方） 

 

牧野図書館に仲間がふえました！ 
みなさんこんにちは、牧野図書館のＹＡコーナーに棲んでい

るコバトといいます。１０代の皆さんを応援したくてやって

きました。よろしくお願いします。コバトちゃんのおすすめ

本リストがＹＡコーナーにあるので読んでみてね！ 

夜は、牧野公園で読書するのが大好き。感動したらぴかぴか

光って飛び回ります。 

 
児童コーナーのおともだちの

マッキーくんもよろしくね！ 

コバトちゃん 

（昼の姿） 

図書館のイベント案内 

 
図書館に新しい仲間が増えました 

コバトちゃん 

（夜の姿） 

 
読書シートのご案内 

牧野図書館と蹉跎図書館では、小学生を対象に、読書シートを配布

しています。借りた本を読んだら、読書シートに題名を記入し、本

を返す時にカウンターで見せてください。読んだ分だけスタンプが

もらえます。スタンプが２０個たまれば素敵なプレゼントが！詳し

くは図書館員までおたずねください。 



 

2019
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

1 2 3 4 5 6
くずし字講座① 大人のための 🍀 ふれあいルーム 📖 おはなし会15:00～

10:00～11:30 図書館活用術 10：00～12：30

14:00～16:00

7 8 9 10 11 12 13
くずし字講座② 🍀 ふれあいルーム

10:00～11:30 10：00～12：30

(2F保育室）

14 15 16 17 18 19 20
くずし字講座③10:00～ 🍀 ふれあいルーム

おうちパン講座 11:00～ 10：00～12：30

乳幼児健康相談 (2F保育室）

21 22 23 24 25 26 27
くずし字講座④ すこやか体操 🍀 ふれあいルーム 「ゾンビ学」への招待

10:00～11:30 １３：３０～ 10：00～12：30 １４：００～１５：３０

（3Fホール） (2F保育室） （3F 第３集会室）

28 29 30 31
休館日

📖は図書館員によるおはなし会です。

🍀はボランティアグループによるおはなし会です。

10月のイベントカレンダー

空調工事のため１Fロビーの一部・図書館の開架室・Learning Roomが利用不可

空調工事のため１Fロビーの一部・図書館の開架室・Learning Roomが利用不可（総合窓口、予約図書の受付、図書返却、貸出カードの登録等は行っています）

空調工事のため１Fロビーの一部・図書館の開架室・Learning Roomが利用不可（総合窓口、予約図書の受付、図書返却、貸出カードの登録等は行っています）

空調工事のため１Fロビーの一部・図書館の開架室・Learning Roomが利用不可

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 

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） 

牧野北分館 
 

〒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） 

図書館・センターからのご案内 

警報等発表時の図書館・市民センターの利用について 

スマートフォンから HP をご覧になるにはこちらの QR コードから。 

牧野北分館 

特別警報の場合  
枚方市もしくは東部大阪全域あるいは大阪府に、特別警報の発表があった場合、施設は閉館とします。使用を中止して、速やかに退館をお願いします。

状況に応じて、その後の対応を決定します。 

暴風警報の場合  
枚方市もしくは東部大阪全域あるいは大阪府に、暴風警報の発表があった場合、施設の閉館は行いません。ただし、ロビーおよび各部屋等をご使用され

ている方々につきましては、使用をできる限り自粛し、ご退館いただきますようお願いします。なお、中学生以下のお子様については、直ちに帰宅する

ようお声をかけさせていただきます。保護者の方に迎えをお願いすることもあります。特別警報または暴風警報発表日から解除日までにおいて、これら

を理由に部屋の利用を中止した場合、使用料を還付（免除）します。使用中に警報の発表があり、中止された場合、使用料は還付します。ただし、引き

続き使用された場合、使用料は還付しません。 

6 週先の部屋予約の取扱いについて  
午前 8 時の時点で特別警報または暴風警報が発令されている場合、午前 9 時 30 分からの窓口予約受付は中止し、翌日（休館日の場合は次の開館日）に

順延します（午後 1 時からのインターネット予約を含む）。当日その後に解除された場合も同様とします。 

暴風警報発表時の行事について  
午前に予定している行事は午前 8 時の時点で、午後に予定している行事は午前 11 時の時点で、暴風警報が発表されている場合は、利用者の方々の安全

確保のため原則として中止します。 

※牧野生涯学習市民センター牧野北分館は、災害発生時の第１次避難所（指定緊急避難場所兼指定避難所）に指定されています。 

避難所開設の場合には、施設のご利用ができなくなりますので、予めご了承ください。この際の使用料は還付（免除）します。 

４ 

牧野生涯学習市民センター 

牧野図書館 

Twitter フォローしてね♪ 

牧野生涯学習市民センター・牧野図書館・ 

牧野北分館のアカウントです。   ☛ 
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