
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の１枚：白浜の海 平化 満 （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・牧野北分館 

▶「もっと知りたい枚方市」 

  コロナ禍における避難所と感染症対策 

▶ マナビスト講座 里親制度について 

▶ 活動委員会主催 

  ベビーマッサージ＆ベビーダンスで親子の絆作り！ 

▶ 今後のイベントのご案内 

▶ 警報発表時の施設利用について 

牧野図書館 

▶「おばけのおはなし大会」を開催しました。 

▶ 今月の展示 

「さっぱり！すっきり！リフレッシュできる本」 

▶ 新しい雑誌が入りました！ 

▶「いきいきコーナー」の展示 テーマ【柔軟】 

▶ 図書館に俳句ポストを設置しています 

９月のお題は「 蜩
ひぐらし

」 

 
SNS やってます 牧野生涯学習市民センター・牧野北分館・牧野図書館では Facebook・Twitterページでも情報を発信しています。 

@makino.sg 

 

@makinomakikita 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

災害にそなえ、新型コロナウイルス感染症の影響がある

中で取るべき避難行動や避難所での感染を防ぐための注

意点を学びます。 

 「もっと知りたい枚方市」 

 

 

コロナ禍における避難所と感染症対策 

 

 
【日 時】 １０/１７（土） １０：００～１１：００ 

【会  場】 牧野北分館 

【申込み】 ９/２（水） １０：００から 

牧野生涯学習市民センター窓口で受付 

（電話受付 １０：３０から。０５０-７１０２-３１３７へ） 

【定 員】 先着１５名 

【持ち物】 筆記用具 

【参加費】 無料 

【主  催】 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。 

里親制度を多くの方に知っていただき、里親制度の現状、

里親会の活動、また子どもの心の自立に至るまでの「心の

育ち」に目をむける大切さをお話ししていただきます。 

里親制度について マナビスト講座 

【日 時】 １０/２５（日） １０：００～１１：３０ 

【会 場】 第３集会室 

【申込み】 １０/１（木） １０：００から 

牧野生涯学習市民センター窓口で受付 

（電話受付 １０：３０から） 

【定 員】 先着２５名 

【参加費】 無料 

【主 催 】 牧野生涯学習市民センター 

 

これからも、牧野生涯学習市民センターでは、感染症対策をしつつ、いろいろなイベントを開

催していきます。 

ハロウィンの時期には、小さなドライフラワーと専用オイルをボールペンに詰めた華やかで

可愛い「ハーバリウムペン」を作るイベントを開催予定です。 

他にも様々な内容の事業を実施予定です。詳細は決まり次第「広報ひらかた」「まきのだよ

り」「センターホームページ」「SNS」等でお知らせいたします。 

 

 

★ 
★ 

ベビーマッサージ＆ベビーダンスで親子の絆作り！ 
活動委員会主催 

 

ベビーマッサージで赤ちゃんを癒した後、ベビーダンスで

お母さんもリフレッシュ。 

赤ちゃんの成長にあわせて２クラスあります。 

【日 時】 １０月２０日（火）   ①１０：００～１１：００  

②１１：３０～１２：３０ ③１３：３０～１４：３０ 

【会 場】 ホール 

【申込み】 １０/１（木）１０：００から  

牧野生涯学習市民センター窓口で受付 

（電話受付 １０：３０から） 

【定 員】 各回先着８組 

【持ち物】  バスタオル、体温計、飲物、抱っこひも 

【対 象】 ①②首の据わった頃～生後１０か月 

③生後８ヶ月～１歳６か月 ともに赤ちゃんと母親 

【参加費】 １組３００円 

警報発表時の施設利用について 
・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。 

・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。 

・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使用を中止した場合、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、暴風警報発表時に引き続き使用された場合、使用料は還付しません。 

詳細につきましては、牧野生涯学習市民センターまで、お気軽にお問合せください。 

牧野生涯学習市民センター・牧野北分館・牧野図書館では新型コロナウイルス感染症対策を実施し、講座・イベントを開催

いたします。今後の状況次第で、延期・中止となる可能性もございますので予めご了承ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図 書 館 か ら の お 知 ら せ 
お問合せ 枚方市立牧野図書館 
電話 ０５０－７１０２－３１2１ Fax ０７２－８５５－１０２２ 

『体と心の疲れが消えて

いく「滋養食」』 
藤田紘一郎／著 

三笠書房 

２０１８年９月出版 

 

９月のお題は「 蜩
ひぐらし

」 

応募方法 

所定の投句用紙に、今月の季語を使った俳句、又は自由題俳

句を記入し、図書館俳句ポストにお入れください。 

 
図書館俳句ポストとは… 

お題に沿った俳句を図書館に設置しているポストに投稿いただくと、現代俳句協会が選句、優秀作品は雑誌「現代俳句」に

掲載されます。 

いきいきコーナーの 

今月の展示テーマは「柔軟」です。ぜひご覧ください。 

 

テーマは 『さっぱり！すっきり！リフレッシュできる本』 

『シンプル生活 55のヒント』 
みしぇる／著 

SBクリエイティブ 

２０１６年８月出版 

 

新しい雑誌が入りました！ 

夏バテで食欲がない、ストレスでつい食べ

過ぎてしまう…そんな悩みを解消するため

の食べ物や効果的な食べ方が紹介されてい

ます。スーパーで手に入る身近な食材で実

践できますよ。体と心を労り、元気づけてあ

げましょう！ 

 

シンプル生活を無理なく続ける方法がたく

さん♪「掃除はついでに」「片付けは隙時間

で」など。暮らしを整え毎日をすっきりした

気分で過ごしませんか？ 

 

『デジタルカメラマガジン』（インプレス） 
２０２０年８月号から仲間入りしました！ 

「カメラがわかると写真は楽しい！」をキャッチフレーズにデジタルカメラの最新情報や楽しみ方などを提供する雑

誌です。この機会にカメラを始めてみてはいかがでしょうか。 

※『アサヒカメラ』（朝日新聞出版）は２０２０年７月号で休刊になりました。 

を開催しました！ 

おはなしの合間には「手遊

び」なども。長崎に伝わるユ

ーモラスで謎めいたわらべ

歌「でんでらりゅうば」をみん

なでやってみました。 

図書館スタッフが 

ひとつひとつ手作り

しました！ 

毎年恒例の「おばけのおはなし大会」。 

今年はコロナウイルス感染予防対策を行いながらの開催となりました。 

★館内展示コーナーにはこの他にも多数ご紹介しています。ぜひご覧ください！ 

いきいきコーナーとは…健康をテーマにした月替わりの展示コーナーです。 



 

  

 

 

 

 

2020
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

👶ふれあいルーム 📖 おはなし会

10：00～12：30 15:00～

7 8 9 10 11 12 13

👶ふれあいルーム 📖 おはなし会

10：00～12：30 15:00～

14 15 16 17 18 19 20

👶ふれあいルーム 📖 おはなし会

10：00～12：30 15:00～

11:00～

21 22 23 24 25 26 27

👶ふれあいルーム

10：00～12：30

10:30～

28 29 30

休館日

 ※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、
               ふれあいルーム、おはなし会は中止になることもあります。

📖 親子で楽しむ
おはなし会

🍀 かくれんぼの
  おはなし会

📖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。

9月のイベントカレンダー

←牧野図書館・センター共通の

Twitterです。イベント告知や

施設のお知らせなどツイート中。

フォローしてね♪

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） 

 

 
 
 
 
 

スマートフォンから HPをご覧になるにはこちらのコードから。 

牧野北分館 牧野生涯学習市民センター 

牧野図書館 

今年もグリーンカーテンを設置しました 

今年の夏はとても暑かったですね。夏バテしませんでした

か。熱中症対策はされていましたか。図書館では駐輪場横、

センターでは２Ｆベランダで今年もグリーンカーテンを

育てました。グリーンカーテン用のネットを設置して、駐

輪場横ではゴーヤ、２Ｆベランダでは朝顔を植えました。

グリーンカーテンで見た目も涼しく、少しでも夏の暑さが

やわらげば、との思いを込めて毎日、水やりを行っていま

す。カーテンとまでは育ちませんでしたが、この暑さにも

負けず実や花をつけました。厳しい暑さはまだまだ続きそ

うです。どうぞご自愛ください。 


