まきのだより １
２０２０

今月の１枚：静寂（住吉大社） 尾崎 弘明 （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


新春落語会 笑門来福 まきのえびす亭



活動委員会主催「楽しい男の手料理Ｖｏｌ.１６」



認知症サポーター養成講座



キッズのための人形劇講座 ｐａｒｔ １１



イベント報告

牧野図書館


～数字から読み解く鉄道～




今月のオススメ本
テーマ「クール・ジャパン」

「干支のポップアップカード」
活動報告 クリーンアップ大作戦

「花さき山」
～絵本パネル展と読み聞かせ～

「シチズンサイエンスのいま・これから」



第２回 鉄道おもしろ講座

『とうざい』


椅子カバーを新しくしました

生涯学習市民センターからのお知らせ

【日 時】 １/１１（土） １４：００～
【会 場】 ３階 ホール
【申込み】 受付中
センター窓口で受付（電話可）
【定 員】 先着１５０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

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

【ゲスト 三代目 林家菊丸 プロフィール】
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～２０２０年、元日放送『笑点』に連続出演。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。

出演 渚家どれす、渚家康楽、渚家貴雀、渚家栄都

活動委員会主催

認知症サポーター養成講座

楽しい男の手料理 Ｖｏｌ．１６

認知症を正しく理解し、認知症の人と接する心構えや、

家庭料理研究家の長澤敏子さんの指導で、鶏ご飯、手羽元
の酢煮、とろろ卵汁、万能だしを作ります。

サポーターとして何ができるかを学びます。
受講修了者には「オレンジリング」をお渡しします。

【日 時】 ２/２（日） １０：００～１２：００
【会 場】 ３階 料理室
【申込み】 往復はがきに講座名・住所・氏名・年齢・電話
番号・料理経験（「はじめて」または「経験あり」）
を書いてセンターへ。（１人１枚）
１/１５（水）必着。
【定 員】 抽選で１６名
【参加費】 ８００円
【対 象】 男性

【日 時】 １/２５（土） １０：００～１１：３０
【会 場】 ３階 第３集会室
【申込み】 １/４（土） １０：００～
センター窓口で受付（電話可）
【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

「人形劇をやってみたいひと このゆびと～まれ！」

キッズのための人形劇講座 ｐａｒｔ１１
人形劇の脚本作り、人形作りや人形操作を学び、３月開催の「３１ｓｔひらかた人形劇
フェスティバル」で発表します。市内在住・在学の小学生から高校生が対象です。

【日 時】 全９回

【会 場】
【申込み】
【定 員】
【参加費】
【対 象】

練習 ２/２（日）～３/１５（日）の毎週日曜９：３０～１２：００
リハーサル ３/２１（土）予定
本番上演 ３/２２（日）
牧野生涯学習市民センター
１/４（土）１０：００～ センター窓口で受付（電話可）
先着１０名
無料
市内在住・在学の小学生～高校生

イベント報告：「シチズンサイエンスのいま・これから」

活動報告：クリーンアップ大作戦

【開催日】１２/７（土）18：00～１９：３０
大阪大学 全学教育推進機構 准教授 中村征樹先生に、市民が参加・
参画する科学研究について、お話し頂きました！

イベント報告：

活動委員会
主 催

「干支のポップアップカード」

【開催日】１２/９（月）１３：３０～１５：３０
ペーパークラフト作家 石塚美穂先生のご指導で、新春らしい金屏風
に干支のネズミが飛び出す３D カードを作りました！
２

【開催日】１１/２６（火）
牧野生涯学習市民センターとその周
辺を、利用者の皆様にもご参加いた
だき清掃活動を実施いたしました。
ご協力をいただきました皆様、
ありがとうございました！

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
【第２回 鉄道おもしろ講座 ～数字から読み解く鉄道～ 】
鉄道大好きな方！集まれ！昨年、大好評だった鉄道講座が再びやって参りました！
1 回目を牧野、2 回目を蹉跎で、講座内容を変えて開催いたします。牧野では「数字」がキーワード。
車両番号・信号機など、鉄道に関する数字を元に、鉄道の面白さを解説していただきます。
やすたか

【 講 師 】 谷口保孝氏 （ＴＲＣ関西支社相談役 元鉄道会社鉄道教習所長）
【開催日】
【時 間 】
【会 場 】
【定 員 】

２/９（日）
１４：００～１６：００ （３０分前より受付開始）
牧野生涯学習市民センター ３階 第３集会室
先着５０名

【参加費】 無料
【 対 象 】 講座内容は大人向けですが、鉄道好きな、お子様の参加も大歓迎！
【申込み】 １/６（月）１０：００～総合窓口で受付
１０：３０～電話受付可
【 電 話 】 ０５０－７１０２－３１２１
【 主 催 】 枚方市立蹉跎図書館・牧野図書館 さだ・まきの文化創造プロジェクト

【「花さき山」～絵本パネル展と読み聞かせ～】
子どもの本の出版社、岩崎書店の協力により、刊行５０周年を迎えるロングセラー
『花さき山』の絵本パネルを、牧野生涯学習市民センター図書館１階ロビーで、展示しま
す。また期間中、関連本の読み聞かせと切り絵工作を行います。
美しく抒情あふれる優しい物語の世界をお楽しみください。

【 パ ネ ル 展 】１/４（土）～１/２６（日）
【読み聞かせ】１/１８日（土）１５：００～１５：３０
牧野図書館 第１集会室 マッキーのお部屋

今月のオススメの本

テーマは

椅子カバーを新しくしました

「クール・ジャパン」
『とうざい』
田牧大和/著
講談社
2013 年 2 月出版
江戸で評判の人形浄瑠璃一座・松輪座の若き紋下大夫
（もんしただゆう）・雲雀（ひばり）。
その気弱さゆえに舞台で失敗をしてしまう。役者顔負け

図書館奥の閲覧席の椅子カバーを新しくしました。

の色男・主遣（おもづか）いの「氷の八十次」の叱責をお

知的な（？）ストライプ柄です。グレーと紺の２色。

それる雲雀。そこへ上方から正兵衛と名乗る男がやって

心地よく、過ごしていただける環境を目指して牧野図

来て、一座は次第に騒動に巻き込まれてゆくことになる

書館は、これからも進化し続けていきます。

が…。浄瑠璃の魅力満載の１冊。
３

2020
月曜日

1月のイベントカレンダー
火曜日

水曜日
1

木曜日
2

金曜日
3

土曜日
4

日曜日
5

📖 おはなし会 15:00～
花さき山パネル展

年末年始休館

📖は図書館員によるおはなし会です。

ロビーにて(１/２６まで)

🍀はボランティアグループによるおはなし会です。

6

7

8

9

10

11

🍀 ふれあいルーム

📖 おはなし会 15:00～

10：00～12：30

12

新春落語会 まきのえびす亭
14：00～

13

14

15

乳幼児健康相談

📖 親子で楽しむおはなし会

10：00～

20

21

16

17

18

🍀 ふれあいルーム

📖 切り絵のおはなし会

11:00～

22

10：00～12：30

23

🍀 かくれんぼのおはなし会

19
15:00～

24

25

🍀 ふれあいルーム

🍀 かくれんぼのおはなし会

14：30～

10：00～12：30

26
10:30～

認知症サポーター養成講座
10：00～

27

28

29

30

31
🍀 ふれあいルーム

休館日

10：00～12：30

←牧野図書館・センター
共通のTwitterです。
フォローしてね♪

図書館・センターからのご案内
【利用者ＩＤ番号の更新手続きについて】

【団体ロッカー等の使用申込みについて】
団体ロッカー・ロッカー室（床置き、棚置き）の利用
希望の団体は、２/２０（木）までに牧野生涯学習市
民センターは２階の事務室、北分館は事務所まで申請
書を提出してください。
申込みがロッカー数を超えた場合は、３/1（日）に
抽選をおこないます。
くわしくは、職員まで問合せください。

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。

【外壁工事・空調工事ご協力の御礼】
工事期間中はご不便をおかけいたしました。皆様のご協力ありがとうございました。
今後とも牧野生涯学習市民センター・図書館をご利用いただけますようよろしくお願いいたします。

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/

〒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）

【指定管理者

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。

さだ・まきの文化創造プロジェクト】
４

牧野生涯学習市民センター
牧野図書館

牧野北分館

