今月の１枚：祭り 岡本照文 （枚方きりえ倶楽部） ＜不許複製＞

牧野生涯学習市民センター・牧野北分館
▶ マナビスト講座

里親制度について

里親制度パネル展

牧野図書館
▶ 10 月 27 日～11 月 9 日は「秋の読書週間」です
▶ 今月の展示「家族のカタチ」

▶ 活動委員会主催

▶「いきいきコーナー」の展示

ベビーマッサージ＆ベビーダンスで親子の絆作り！

▶ まきの広場 Vol.1 ハーバリウムペンを作ろう！

テーマ【脳トレ】

▶ 図書館に俳句ポストを設置しています
こおろぎ

１０月のお題は「蟋蟀」

▶ 印度の弦楽器シタールを聴く
▶ 第３２４回サンサン人形劇場

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

１０月は里親月間
マナビスト講座

問合せ・申込み

牧野生涯学習市民センター

電話０５０－７１０２－３１３７ Fax０７２－８５１－２５６６

毎年１０月は、厚生労働省が「里親月間」と称して、里親制度やファミ
リーホームを推進するための集中的な啓発活動を実施しており、全国
でもさまざまな活動が行われています。

里親制度について
～知ってほしい新しい家族のかたち～

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。
【日

時】 １０/２５（日） １０：００～１１：３０

【会

場】 第３集会室

里親制度パネル展

【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

【日

時】 １０/１（木）～１０/２５（日）

【会

場】 １階ロビー

※期間中、図書館内にて関連本の展示を行っています。

【主 催】 牧野生涯学習市民センター・牧野図書館

【参加費】 無料

指定管理者 さだ・まきの文化創造プロジェクト
【協 力】 社会福祉法人 大阪水上隣保館 里親支援機関おひさま

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！
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】 １０/２０（火）
①１０：００～１１：００
②１１：３０～１２：３０ ③１３：３０～１４：３０
【会 場】 ホール
【講 師】 荒幡 依里子（ベビーマッサージインストラクター）
志村 喜子（ベビーダンスインストラクター）
【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ヶ月
③生後８ヶ月～１歳６ヶ月ともに赤ちゃんと母親
【参加費】 １組３００円

ハロウィンカラーをイメージしたハーバリウムペンを
作りましょう
【日

時】 １０/２８（水）

①１３：００～１４：００

②１４：１５～１５：１５ ③１５：３０～１６：３０
【会

場】 ２階ロビー

【申込み】 １０/２（金）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）
１０/２１（水）申込み締切
【定

員】 各回先着６人

【参加費】 ５００円（１本））
【主

催】 牧野生涯学習市民センター

サンサン人形劇場
【日

時】 １１/１４（土） １４：３０～１５：３０（予定）

【日

時】 １１/２２（日）１３：３０～１４：３０

【会

場】 ホール

【会

場】 ホール

【出

演】 石濱 匡雄（シタール） 中尾 幸介（タブラ）

【出

演】 人形劇団もんぺ座

【演

目】 「ブレーメンのおんがくたい」

【申 込 み】 １１/１（木） １０：３０から電話受付のみ
【定

員】 先着５０名

【参 加 費】 １５００円（前売り完売の場合当日券はありません）
【主

催】 牧野生涯学習市民センター

【参加費】 無料
【申込み】 １１/１（日）１０：００～電話受付のみ
【定

員】 先着２０組（１組４名まで）/最大８０名
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電話 ０５０－７１０２－３１2１ Fax ０７２－８５５－１０２２
毎月テーマが変わる特設コーナーがあります！

１０月の展示テーマ
「家族のカタチ」

１０月２７日（火）から１１月９日（月）は

秋の読書週間です。
今年の標語は～ラストページまで駆け抜けて～

『マチルダとふたりのパパ』
メル・エリオット／著
三辺 律子／訳
岩崎書店
２０１９年３月出版

枚方市では『秋の図書館まつり』として様々な催しを
行います！
牧野図書館では以下のイベントを開催します。

『本のおたのしみ袋』

10 月２７日（火）～11 月９日（月）

パールは転校生のマチルダに興味津々。

会場：牧野図書館

「わたしとそっくり！」

乳幼児から中高生まで年齢別に、本のおたのしみ袋を用意しました。

すぐに仲良くなる二人。ふと、パールがあることに

袋の中にはスタッフおすすめの本が２冊入っています。中身はあけて

気づき、マチルダの家に招待されるが…。

からのお楽しみ！※限定６０袋 ※なくなり次第終了

家族のあり方は違っても大切なことは変わらない。

※おたのしみ袋に入っている本は貸出手続きします。

LGBT について鮮やかな色彩で描かれた絵本。

『第８回地域歴史講座 「神君伊賀越え」と地域社会～北
河内を中心に』 １０月２７日（火）１４：００～１５：３０

『きみはいい子』
中脇初枝／著
ポプラ社
２０12 年 5 月出版

会場：牧野生涯学習市民センター３階 第３集会室
講師：片山正彦氏（市立枚方宿鍵屋資料館学芸員）
申込：１０月１日（木） １０：００～総合窓口
１０：３０～電話にて受付

とある新興住宅地を舞台に、連鎖する虐待

『朗読発表会』

１１月６日（金）１４：００～１５：３０

や学級崩壊など、いろいろな問題を抱える

会場：牧野生涯学習市民センター２階 第１集会室

家族を描いた連作短編集。読んでいて辛い

申込：１０月１６日（金） １０：００～総合窓口

話もあるけれど、読み終わると「きみはいい

１０：３０～電話にて受付

子」というタイトルの持つ重要性が分かるは

その他詳細は牧野図書館までお問い合わせください。

まきのいきいきコーナー
今月のいきいきコーナーの
展示テーマは脳トレです。
ぜひご覧ください。

ず。第２８回坪田譲治文学賞受賞。

図書館俳句ポスト

こおろぎ

１０月のお題は「蟋蟀」

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。
応募方法

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。

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。

2020
月曜日

※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。

10月のイベントカレンダー
火曜日

水曜日

←牧野図書館・センター
共通のTwitterです。
フォローしてね♪

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日
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里親制度パネル展 👶ふれあいルーム 📖 おはなし会
１０/２５まで
10：00～12：30
15:00～

📖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。
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👶ふれあいルーム 📖 おはなし会
10：00～12：30
15:00～

👶ふれあいルーム 📖 おはなし会
10：00～12：30
15:00～
避難所と感染症対策

１０：００～北分館
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21
📖 親子で楽しむ
おはなし会
11:00～

ベビーマッサージ＆
ベビーダンスで親子の絆づくり！

①10：00②11：30

22
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北分館休館日

24

👶ふれあいルーム 🍀 かくれんぼの
おはなし会
10：00～12：30
10:30～

25
マナビスト講座

里親制度について
１０：００～

③１３：３０

26

休館日

27

28

第8回地域歴史講座

まきの広場Vol.1

29

30

31

👶ふれあいルーム 📖 おはなし会
10：00～12：30
15:00～

ハーバリウムペンを作ろう！
14：00～
本のおたのしみ袋 ①１３：００②１４：１５
10/27～11/9 ③１５：３０

牧野生涯学習市民センター・牧野図書館・牧野北分館の１０月１日からの施設利用について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、諸室の定員を本来の 2 分の 1 以内とし、貸し出しを行って
おりましたが、引き続き一定の遵守事項を継続した上で、10 月 1 日から、諸室（一部制限あり）
・図書館・
ロビーについて、本来の定員内での利用を再開します。
施設利用の際に守っていただきたい事項
・利用者はマスクを着用したままで活動すること（スポーツのプレー中を除く）。
※マスクを着用したままの活動が困難であり、フェイスシールドを使用する場合は
対面を避け、人との間隔を 1m 以上確保するなど、飛沫拡散等に注意すること。
※マスクまたはフェイスシールドを着用したままの活動が困難な場合は、個人利用
に限り、着用を不要とする。ただし、利用者が諸室の消毒清掃作業を行うこと。
・利用者の中に発熱、せき、下痢などの体調不良者がいないこと。
・施設の利用前後に石けんによる手洗いを行うこと。
・大声を発する活動や歌唱する活動については、定員のおおむね 2 分の 1 以内で
利用すること。（その他の活動については、定員どおりの利用が可能）
・利用者同士が直接接触する行動をしないこと。
・おおむね 30 分ごとに、部屋の換気を行うこと（扉・窓を開放）。

その他の注意事項等は、館内掲示のポスター、センターホームページ
をご覧ください。

１０月１日から制限を緩和するサービス
諸室の利用
本来の定員内でご利用いただけます。
※ただし、大声を発する活動や歌唱する活動については、引き続き定員
のおおむね2分の1以内で利用すること。

ロビーの利用
長時間の利用は引き続き控えていただくものの、本来の定員でご利用い
ただけます。
※引き続き囲碁・将棋セット等の備品の貸し出しは中止します。

図書館の利用
滞在時間の制限はありません。
閲覧室・ラーニングルームの席数を定員に戻します。

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）

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。
牧野生涯学習市民センター
牧野図書館

牧野北分館

