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今月の１枚：Merry X’mas 野瀬 憲治（枚方きりえ倶楽部） ＜不許複製＞

今月の TOPICS
牧野図書館

牧野生涯学習市民センター


新春落語会



「もっと知りたい枚方市」

笑門来福 まきのえびす亭

避難所で非常食を食べよう


フレッシュ野菜 プチマルシェ in まきの



人形劇団京芸 「とどろヶ淵のメッケ」



クリスマスおはなし会



図書館お楽しみ福袋



第５回 大人のためのえほんのおはなし会



今月のオススメの本
テーマ「クリスマス」
「大掃除」
『クリスマス★げきじょう』
『ぐりとぐらのおおそうじ』

生涯学習市民センターからのお知らせ

出演

ゲスト

渚家
渚家
渚家
渚家

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

【林家菊丸 プロフィール】

どれす
康楽
貴雀
栄都

三代目 林家菊丸

●１９７４年
●１９９４年
●１９９６年
●２００３年
●２０１４年

三重県生まれ。
四代目林家染丸に入門。林家染弥となる。
うめだ花月シアターにて初舞台。吉本興業所属となる。
初の独演会開催（大阪・トリイホール）
三代目林家菊丸襲名
古典落語から創作落語まで持ちネタは多数多彩。
２０１４年上方落語の大名跡、林家菊丸を三代目と
して１１５年ぶりに襲名。その大抜擢が大きな話題
となる。
２０１４年～２０１８年、元日放送『笑点』に出演。全
国区進出を果たした。２０１６年・第１０回繁昌亭大
賞の他、数々の受賞歴と併せて、名実ともに人気
落語家の１人である。

【日 時】 １/１１（土） １４：００～
【会 場】 ３階 ホール
【申込み】 １２/２（月） １０：００～
センター窓口で受付（電話可）
【定 員】 先着１２０名
【木戸銭】 前売り８００円 当日１０００円
【主 催】 牧野生涯学習市民センター
【協 力】 なぎさの会 牧野愛する商店会

フレッシュ野菜

「もっと知りたい枚方市」

避難所で非常食を食べよう

プチマルシェ in まきの

防災教育の一環として、枚方市危機管理室の職員による、

地元農家が丹精こめて
育てた新鮮な大根、
ニンジン、里芋など

防災への備えや避難所についての講座と、実際に非常食の
レトルトカレー、アルファ米を試食。
全員に携帯おにぎりパックをお土産にプレゼント！

季節の野菜を限定販売
します。
売り切れ次第終了。

【日 時】 １２/２１（土） １０：００～
【会 場】 牧野北分館
【申込み】 １２/２（月） １０：００～
センター窓口で受付（電話受付 １０：３０～）
【定 員】 先着３０名
【参加費】 無料
【主 催】 牧野生涯学習市民センター

【日 時】 １２/７（土） １０：００～１２：００
【会 場】 センター正面入口前
【主 催】 牧野生涯学習市民センター

「３１ｓｔ ひらかた人形劇フェスティバル プレフェスティバル」

人形劇団京芸 「とどろヶ淵のメッケ」
来年３月に開催する「３１st ひらかた人形劇フェスティバル」のプレフェスティバル。
カッパのメッケは、淵のみんなが行く滝の上流での「夏越しの相撲大会」に連れて行っ
てもらえず、とどろヶ淵でおるすばん。しばらくすると、メッケは滝の水が止まってい
る事に気づきました。「よし、自分の目で確かめに行こう！」メッケは、ソッカやヨッ
シャという仲間といっしょにケンカしながらも協力しあって滝を登っていきます。
メッケたちは、水が止まってしまったナゾを解く事が出来るのか！？

【日 時】
【会 場】
【参加費】
【申込み】

２/２２（土） （開場 １３：４０） 開演１４：００
枚方市立メセナひらかた会館
前売券１３００円 当日券１５００円（前売券完売の場合販売なし） 団体（１０名以上）１０００円 ※３歳以上有料
１２/５（木）１０：００～各生涯学習市民・美術センター、枚方公園青少年センター、（公財）枚方市文化国際財団
で発売。 定員３００名（全席自由）。
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

イベント案内
【クリスマスおはなし会】

【図書館お楽しみ福袋】

牧野図書館でいっしょにクリスマスを楽しもう！
【開催日】 １２/２１（土）
【時 間】 １５：００～１５：３０
【会 場】 牧野図書館 第１集会室
(マッキーのお部屋)
【対 象】 ３歳から
【申 込】 不要

さまざまなテーマに合わせた本が２、３冊入った
福袋を借りていただけます。何の本が入っている
かはお家に帰って開けてからのお楽しみ。普段
手に取らない本との出会いをお楽しみください。
【開催日】１/４（土）から（無くなり次第終了）
【場 所】牧野図書館展示コーナー

【第５回 大人のためのえほんのおはなし会】

かくれんぼさんよりメッセージ

【開催日】 １２/５（木）
絵本というと「子どものためのもの」と思っていません
【時 間】 １４：００～１４：４５
か？実は、“大人だって楽しめる”いや”大人だからこそ
【会 場】 牧野図書館 第１集会室
楽しめる”絵本がたくさんあるのです。そんな絵本の面白
【対 象】 大人（お子様はご遠慮ください）
さを知っていただきたくて、私たちが選んだ本を何冊か、
【申 込】 不要
読みたいと思います。
※いす席（３０人まで）
主催：牧野おはなし「かくれんぼ」 協力：牧野図書館

今月のオススメの本

テーマは「クリスマス」「大掃除」

『クリスマス★げきじょう 』

『ぐりとぐらのおおそうじ』

ザ・キャビンカンパニー/作

中川李枝子 山脇百合子/著

小学館

福音館書店

2018 年 11 月出版

2002 年 2 月出版

クリスマスにまつわる短編４つを収録した絵本。タ

「ぼくらが このよで すきなのは

コの形をしたサンタが登場する「サンタコサンタ」、く

おそうじすること みがくこと

しゃみをしたツリーのおはなし「ぶるぶるツリー」、

ぐり ぐら ぐり ぐら」

キラキラひかるたねのおはなし「キラキラのたね」、

かすてら作りで森の人気者のぐりとぐらが、今回

仕事を終えたサンタのおはなし「サンタのひみつ」。

は大掃除で大活躍。令和初、大掃除シーズンにお

どれもふしぎでかわいいおはなしです。

勧めの、読めば楽しくお掃除できそうな一冊です。

３

図書館・センターからのご案内
【年末年始の休館日について】

【利用者ＩＤ番号の更新手続きについて】

年末年始の１２/２９（日）～2020/１/３（金）
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（土）に２/９（日）～１５（土）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。

ＩＤ有効期限が 2020/３/３１までの団体は、
１階総合窓口にてすみやかに更新手続きをお願いし
ます。
２月に入りますと４月分の抽選予約の申し込みがで
きなくなります。
なお、ＩＤは各生涯学習市民（美術）センター共通
です。他のセンターでも更新可能です。

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/

〒573-1149

〒573-1143

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）

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）
スマートフォンからの HP をご覧になるにはこちらの QR コードから。
牧野生涯学習市民センター
牧野図書館

４

牧野北分館

