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今月の１枚：のこし柿 山田カヨ子（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
▶ ゾンビ映画から読み解く現代社会
▶ まきの広場 クリスマスオーナメントをつくろう！
▶ 利用者懇談会のお知らせ
▶ エレベーター工事のお知らせ

牧野図書館
▶ 今月のイベントのお知らせ
『クリスマスおはなし会』
▶ MAKINO NEWS
「Highjunior Sada★Maki」秋冬号を配布しています！

▶ ＩＤ番号更新のお知らせ

▶ 12 月の展示テーマ「映画って面白い！」

▶ 団体ロッカー等の申込みのお知らせ

▶ 「まきのいきいきコーナー」今月のテーマ【冷え症】

▶「印度の弦楽器シタールを聴く」を開催しました

▶ 図書館俳句ポスト １２月のお題は「クリスマス」

生涯学習市民センターからのお知らせ

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

まきの広場

ゾンビ映画から読み解く現代社会

クリスマスオーナメントをつくろう！

新型コロナウイルス感染症の拡大が問題となっている現代
社会を、ゾンビ映画から読み解くと・・・？

ロビーで楽しく新体験！「まきの広場」今回は、いろいろな材
料を使って、クリスマスオーナメントを作ります。

【日 時】
【会 場】
【講 師】
【申込み】
【定 員】
【参加費】

１２/１２（土） １４：３０～１５：３０
第３集会室
福田 安佐子（国際ファッション専門職大学助教）
１２/１（火） １０：３０から電話受付のみ
先着２０名
無料

【日 時】 １２/１２（土） １０：３０～１２：００
【会 場】 ２階ロビー
【申込み】 １２/１（火） １０：００からセンター窓口で受付
１０：３０から電話受付可
【定 員】 先着１０名
【参加費】 無料

講師プロフィール
1988 年生。国際ファッション専門職大学国際ファッション学
部助教。
京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程研究指導
認定退学。
専門はホラー映画史、表象文化論、身体論。おもな論
文に「ゾンビ映画史再考」、「ゾンビはいかに眼差す
か」、共訳書にクロンブ『ゾンビの小哲学』、ブライドッテ
ィ『ポストヒューマン』がある。

Information from Lifelong Learning Citizen Center

利用者懇談会のお知らせ
当センターでは、施設利用についての説明や意見交
換などを行なうため、利用者懇談会を開催致します。
牧野北分館をご利用の方も是非ご参加ください。
申込み不要、当日直接会場へお越しください。

Ｉ Ｄ 番 号 更 新 の お 知 ら せ
ＩＤ有効期限が２０２１/３/３１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

日時：１２/１０（木）１０：００～

くなります。

会場：第３集会室
案件：① 使用者ＩＤ番号の更新手続きについて
② 団体ロッカーの申し込みについて
③ 生涯学習市民センターの運営について
④ その他
※手話通訳が必要な方は１週間前までにお申し
込みください。

なお、ＩＤは各生涯学習市民（美術）センター共通です。

エレベーター工事のお知らせ
下記の日程でエレベーターの更新工事を行います。
工事期間中はご不便、ご迷惑をおかけいたしますがご理
解、ご協力の程お願いいたします。

工事日程
２０２１/２/８（月）～３/５（金）
お願いと注意事項
◎工事期間中はエレベーターを使用できません。
◎多少の作業音が出る可能性がございます。
◎緊急の場合や車いす、お体の不自由な方がお越しに
なる場合は職員にご相談ください。
◎団体の荷物等の運搬が困難な場合は職員にご相談く
ださい。

他の生涯学習市民センターセンターでも更新可能です。

団体ロッカー等の申込みのお知らせ
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（土）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、２/２８（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。

Event report
１１/１４（土）「印度の弦楽器シ
タールを聴く」を開催いたしまし
た。新型コロナウイルの流行に
より開催が延期になっていまし
たが、参加者の皆さんからは
「シタールの音色、タブラのリズ
ムを味わうことができてよかっ
たです。」「ひさしぶりに生の楽
器の音色を聞くことができた」
「とても癒された」等のご感想を
いただきました。
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図 書 館 からのお知 らせ
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毎月テーマが変わる特設コーナーがあります！

１２月の展示テーマ
「映画って面白い！」

『クリスマスおはなし会』

１２月 1 日は映画の日！

１２月１９日（土）15:00～15:30
ま き のとしょかん

「映画」を楽しめる本をご用意しました。
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牧野図書館でいっしょにクリスマスを楽しもう！
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会 場 ：牧野図書館 第１集会室(マッキーのお部屋)

『世界の映画館』

申込 ：不要

ていいん

パイ インターナショナル／編著
パイ インターナショナル
2019 年 11 月出版

にん

定員：１５人
１２月のおはなし会の予定

５日（土）、１２日（土）１５：００～１５：３０
乳幼児 １６日（水）１１：００～１１：３０

世界の映画館を美しい写真とともに紹介している

かくれんぼ（ボランティア）２６日（土）

一冊。見ているだけで楽しい建物ばかりなので一
度は行ってみたい場所が見つかるはず。海外旅行

１０：３０～１１：００

をするのは難しい今だからこそ、本の世界で楽しん

牧野図書館 第１集会室（マッキーのお部屋）

でみてはいかがでしょうか。日本の映画館も紹介

『図書館お楽しみ福袋』

されています！

１月４日（月）～ ※無くなり次第終了
対象：大人 ※貸出カードが必要です

『ミステリ映画の
大海の中で』

さまざまなテーマに合わせた本が２冊入った福袋を借り
ていただけます。どんな本が入っているかはお家に帰っ

小山 正／著
アルファベータ
２０１２年１０月出版

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。
。
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たくさんのミステリ映画を見続けてきた著

中高生向け機関紙「Highjunior Sada★Maki」Vol.12
秋冬号を配布しています！

者による楽しい鑑賞記です。謎解き物、警察

中高生世代に向けた機関紙をさだ図書館と合同で作成し

イ、アクション、犯罪物、怪奇幻想系、SF ミス

ています！前回の Vol.11 から大幅なリニューアルを行

テリ、ホラー等各ジャンルに埋もれていた名

い、ますます読みやすくなっています。ぜひお手に取って

作…。もりだくさんの内容です！

捜査物、サスペンス、ハードボイルド、スパ

ご覧ください！

まきのいきいきコーナー
今月のいきいきコーナーの
展示テーマは冷え症です。
ぜひご覧ください。

図書館俳句ポスト

1２月のお題は「クリスマス」

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 12月のイベントカレンダー
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
下記参照

7

8

9

10

11

利用者懇談会
10：00～

📖 おはなし会
15:00～

12

📖 おはなし会
15：00～
👶ふれあいルーム

10：00～12：30

クリスマスオーナメントを
つくろう！ 10：30～
ゾンビ映画から読み解く
現代社会 14：30～

14

15

16

17

📖 親子で楽しむ
おはなし会
11:00～

21

22

23

24

18

19

👶ふれあいルーム

📖 クリスマス
おはなし会

10：00～12：30

15：00～

25

13
バリアフリー上映会

14：00～
楽しい男の手料理
１０：００～

20

26

27

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

28

29

30

31

休館日

1/1

10:30～

1/2

1/3

年末年始休館

※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。
★12月4日（金）ふれあいルーム「わくわくパンダクリスマス会」は 事前申し込みが必要です。
←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。
📖は図書館員によるおはなし会です。
フォローしてね♪
🍀はボランティアグループによるおはなし会です。

年末年始の休館日のご案内
年末年始の１２/２９（火）～２０２１/１/３（日）の６日間は、生涯学習市民センター・牧野北分館・図書
館ともに休館です。
牧野生涯学習市民センター・牧野図書館は、１２/２８（月）が休館日となりますのでご注意ください。
牧野生涯学習市民センター・牧野図書館の年内の窓口受付は１２/２７（日）１７：００までです。
牧野北分館は１２/２８（月）２１：００までです。
１/４（月）に２/９（火）～１５（月）分（牧野生涯学習市民センターは２/８（月）分も併せて）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。

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

