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牧野生涯学習市民センター 

 イベント 

活動委員会主催「お片付け上手になる５つのコツ」 

ミニ・ギャラリーさくらんぼ「藤本亮太展」 

腸を活性化する足助體操 
 

 牧野北分館イベント 

みんな集まれ！レッツ・エンジョイ・クッキー作り 

ストレッチポールでリフレッシュ 

和室・調理室を一般開放しています 
 

 団体ロッカーの申込みについて 

 

 

 
 

今月の１枚：「寒あやめ」 山田カヨ子（枚方きりえ倶楽部） ＜不許複製＞ 

牧野図書館 

 イベント 

鉄道おもしろ講座「鉄道の安全を支えるために」 
 

 本の紹介 テーマ「鉄道」「食べたくなるものがたり」 

『読鉄全書』『ランチのアッコちゃん』 
 

 蔵書点検に伴う臨時休館のお知らせ 

今月の TOPICS 
 



 
 
 
 
 

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 

活動委員会主催事業 

お片付け上手になる５つのコツ 
美しい暮らしの空間アドバイザー瀧本香奈子さんが、とっておきの片付け上手になるコツを伝授 

【講 師】 瀧本香奈子（美しい暮らしの空間アドバイザー） 

【開催日】 ２月２８日（木） 

【時  間】 １３：３０～１５：３０ 

【会  場】 ３階 ホール 

【参加費】 無料 

【申込み】 ２月６日（水）午前１０時～２階事務所（１０：３０から電話受付可） 

【電 話】 ０５０－７１０２－３１３７ 

【定  員】 先着１００名 

 

 

 

ミニ・ギャラリーさくらんぼ 

藤 本 亮 太 展 
２月６日（水）～２月２４日（日） 

 展覧会によせて 
 

亮太は幼少の頃から『電車』が大好きです。線路は繋が

りぐるぐる回り、時間に正確、ガタンゴトンのリズムに

心地良さを感じたのでしょうか…  

幼いながらも日々の生活の中にどんどん鉄道が入り込み

ました。  

初めてプラレールを手にした時その瞳はキラキラと輝

き、数字は車両番号から漢字は駅名から更に駅弁の幕の

内が好物になり偏食すらなくなりました。  

現在は乗り鉄、撮り鉄、鉄道模型走行と幅を広げ、電車

乗りたさに外出好きになり余暇も充実しています。そん

な鉄道三昧の日々、7 歳で塔本先生の美術教室との出会

いがあり、それもまた彼の大きな財産となりました。自

由に電車を描き始めたことで視覚的に捉えることを覚え

その作品は電車好きならではの独特の感性で描かれてい

ます。  

ご観覧下さる際に彼のキラキラ瞳に映る電車への余りあ

る思いを感じて頂ければ光栄に存じます。   母より 

腸を活性化する足助體
あ す け た い

操
そ う

 

ほとんど仰向けの状態で行う身体への負担

が少ない体操です。 

【講 師】 畑田 愁次 

（足助體操協会登録指導講師） 

【開催日】 ①３月２日（土） ②３月１６日（土） 

【時  間】 いずれも１０：００～１１：３０ 

【会  場】 ３階 和室 

【参加費】 ５００円 

【申込み】 ２月７日（木）１０：００～ 総合窓口、電話 

【電 話】 ０５０－７１０２－３１３７ 

【定  員】 各日、先着１０名  

【持ち物】 バスタオル・タオル・飲み物 

運動のできる服装 

【主 催】 さだ・まきの文化創造プロジェクト 

 

【講 師】 田村 路子（調理師） 

【開催日】 ２月２４日（日） 

【時  間】 １０：００～１１：３０ 

【会  場】 牧野北分館 調理室 

【参加費】 ５００円 

【申込み】 ２月８日（金）午前１０時から  

       牧野生涯学習市民センター総合窓口、電話 

【電 話】 ０５０－７１０２－３１３７ 

【対 象】 小学３年生～６年生 

【持ち物】 エプロン 三角巾 

【定  員】 先着１２名 

【主 催】 さだ・まきの文化創造プロジェクト 

みんな集まれ！ 

レッツ・エンジョイ・クッキー作り 

牧野北分館 

みんなでクッキーづくりに挑戦！ 

牧野北分館 

ストレッチポールでリフレッシュ 

和室でリラックスしながら、ストレッチポールを使って 

身体をほぐします。 

 【講 師】 松本 健三（牧野スポーツクラブ） 

【開催日】 ２月２６日（火） 

【時  間】 １０：３０～１１：３０ 

【会  場】 牧野北分館 和室 

【参加費】 ５００円 

【申込み】 ２月８日（金）午前１０時から  

牧野生涯学習市民センター総合窓口、電話 

【電 話】 ０５０－７１０２－３１３７ 

【持ち物】 タオル 飲み物 動きやすい服装 

【定  員】 先着７名 

【主 催】 さだ・まきの文化創造プロジェクト 

瀧本香奈子 

（美しい暮らしの空間アドバイザー） 
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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 

鉄 道 お も し ろ 講 座 

子どもから大人まで根強い人気の鉄道に関する講座。１回目を蹉跎、２回目を牧野で講座内容を変えて開

催いたします。牧野では駅、列車区、運転司令、信号、線路といった事柄に触れながら、鉄道を安全に運行

するためのシステムや工夫を解説していただきます。また両図書館の沿線である京阪電鉄についてもお話し

ていただきます。 ※鉄道に関する質問を２月１２日（火）まで受付します。（質問はＦＡＸ受付可） 

 

「鉄道の安全を支えるために」 

【講 師】 谷口保孝（TRC関西支社相談役 元鉄道会社鉄道教習所長） 

【開催日】 ２月２３日（土） 

【時  間】 １４：００～１５：３０（３０分前より受付開始） 

【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】 ２月１日（金）１０：００～総合窓口で受付（１０：３０から電話受付可） 

【電 話】 ０５０－７１０２－３１２１ 

【対 象】 鉄道が大好きな方 

【定  員】 先着５０名  

【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 

今月のオススメの本 テーマは「鉄道」、「食べたくなるものがたり」 

読
よみ

鉄
てつ

全書  

池内 紀・松本 典久／編著 

東京書籍  

２０１８年２月出版 

読鉄…それは鉄道マニアの新ジャンル。本書は文

豪・芥川龍之介、詩人・谷川俊太郎から一般人まで

鉄道を愛する様々な人々のエッセイ集です。読んで

いくうちにあなたも鉄道旅行に行きたくなるかも？ 

ランチのアッコちゃん  

柚木 麻子／著 

双葉社  

２０１３年４月出版 

主人公の三智子はなぜか上司のアッコさんと一週間

ランチの取り替えっこをすることに！？食事の大切さ

を感じ、元気になって、お腹が空くこと間違いなしの

一冊です。 

図書館蔵書点検に伴う臨時休館のお知らせ 

蔵書点検を実施するため、２月２５日（月）～３月２日（土）の期間、図書館は休館します。 

貸出期間の延長について                                   

返却期限日が休館にあたる期間は、臨時休館する６日間を延長して貸出します。  

貸出期間については、図書は２週間＋６日間に、CD や DVD は１週間＋６日間に変更します。  

また、予約の取り置き期間も１週間＋６日間に変更します。  

詳しくは総合窓口までお問合せください。  

返却について                                                                                  
本や雑誌は返却ポストに入れてください。  

ビデオ・CD・DVD、枚方市以外から借りている資料は、図書館が開館してからカウンターにお返

しください。 

３ 

図書館の休館中も「総合窓口」は通常通り受付いたします。 



 

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） 

 
 
 
 
 

３月まで、牧野北分館の調理室と和室を試験的に、無料開

放しています。お友達との団らんや、ティータイムなどお気軽

にご利用ください。部屋の使用方法については、一部制限が

あります。詳しくは職員までお問合わせください。 

【一般開放日時】 

    ３月までの第１・第３土曜日 

    ９：００～１２：３０ 

【使用料】 無料 

【申込み】 不要、直接お越しください 

牧野北分館の和室・調理室を一般に無料開放しています 団体ロッカーの申込みについて 

団体ロッカー・ロッカー室・キャビネットの利用希望の団体

は、２月２０日（水）までに生涯学習市民センターは総

合窓口、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月１日（金）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。 

生涯学習市民センター・図書館の事業報告 

クリスマスファミリーコンサート 

開催日：１２月２４日（月・祝） 

田中あつ子さんの歌、矢吹直美

さんのピアノによるコンサー

トを開催しました。当日は９０

名の参加者と一緒に童謡や、ク

リスマスソングを歌いながら

楽しい時間を過ごしました。 

笑門来福 まきのえびす亭 

開催日：１月１２日（土） 

当日は、団子屋みたらしさんの

「ちりとてちん芸者版」をはじ

め、合わせて５席の創作落語、

古典落語を新春の初笑いとし

てお届けしました。大入りの会

場は終始笑顔と笑いに包まれ

ていました。 

2019
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

01 02 03
🍀🍀 ふれあいルーム 足助體操 北分館無料開放

10：00～12：30 10：00～11：30 9：30～12：00

📖📖 おはなし会 15:00～

04 05 06 07 08 09 10
朗読を楽しむ（第4回） 🍀🍀 ふれあいルーム 📖📖 おはなし会 15:00～

14：00～15：30 10：00～12：30

11 12 13 14 15 16 17
乳幼児健康相談 🍀🍀 ふれあいルーム 足助體操 北分館無料開放

10：00～11：00 10：00～12：30 10：00～11：30 9：30～12：00

📖📖 おはなし会 15:00～

18 19 20 21 22 23 24
📖📖 親子で楽しむおはなし会 🍀🍀 ふれあいルーム おもしろ鉄道講座 レッツ・エンジョイ・クッキー作り

11:00～ 10：00～12：30 14：00～15：30 北分館 10：00～11：30

🍀🍀 かくれんぼのおはなし会

10：30～

25 26 27 28
休館日 ストレッチポールでリフレッシュ お片付け上手になる５つのコツ

北分館 10：30～11：30 13：30～15：30

📖📖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。図書館蔵書点検臨時休館　２月２５日（月）～３月２日（土）

２月のイベントカレンダー

４ 
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