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今月の１枚：宙に咲くダリア

中安正剛（枚方きりえ倶楽部） ＜不許複製＞

3 月 1 日からの牧野生涯学習市民センター・牧野北分館・牧野図書館の開館のお知らせ
大阪府への「緊急事態宣言」が解除されたことに伴い、3 月 1 日（月）から感染症対策を徹底しながら開館いたします。
開館時間を３/１より９：００～２１：００までと通常通りにさせていただきます。（日・祝は１７：００まで）

牧野生涯学習市民センター・牧野北分館
センターご利用の際は感染症対策にご協力をお願いします。

◆「３密を避けた利用」をお願いします。
◆マスクを着用したままご利用ください。
◆給湯室の茶器等、囲碁・将棋セットの貸出は行いません。
＊その他詳細は、センターホームページをご覧ください。

牧野図書館
◆滞在時間の制限はありません。
◆新聞や新刊雑誌の閲覧は可能です。
◆ご来館の際は、マスクの着用等感染症対策に
ご協力ください。
◆Learning Room は間隔に配慮したレイアウト
を実施しております。

Citizen Center event information

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

活動委員会主催

楽しい レ ジンの手作り講 座
UV レジンを使ってオリジナルのアクセサリーを作りませんか？
キーホルダーか、ネックレスをお選びいただきます。
【日

時】 ３/１６（火） ①１３：３０～１４：３０ ②１５：００～１６：００

【会

場】 第３集会室

【申込み】 ３/１（月） １０：００～電話受付のみ
【定

員】 各回先着１０名

【参加費】 ５００円（ネックレスのチョーカーは別途１００円）

チョーカー（紐）は別途１００円

みんなでいっしょに考えよう

正しく減量！プラごみとリサイクルの話
プラごみの正しい分別や減量の仕方、毎日の暮らしの中で誰もが出来るＳＤＧｓについても考えてみよう。
※ＳＤＧｓとは、2030 年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。

【日

時】 ３/２３（火） １０：００～１１：００

【会

場】 第３集会室

【講

師】 枚方市役所 環境政策室・減量業務室 職員

【申込み】 ３/３（水） １０：００～センター窓口、電話可
【定

員】 先着１５名

ねえどっちにする？
今が未来につながってるよ

会場：牧野生涯学習市民センター
参加パスポート
前売り￥４００（当日￥５００）
３歳以上有料
障害者手帳をお持ちの方は本人有料、介助者 1 名まで無料

センター２階事務室にて販売中
（３２nd は当センターのみで販売）

アリとキリギリス編

プロ上演
観劇チケット
劇団虹色どんぐり
５００円
演目 It’s Show Time
虹どん組 親方と兄ちゃんのなんだろな？

主催：ひらかた人形劇フェスティバル実行委員会
枚方人形劇連絡会・枚方市・
（公財）枚方市文化国際財団・さだ・まきの文化創造プロジェクト
後援：NPO 法人日本ウニマ（国際人形劇連盟）
・上方人形劇人の会
協力：枚方まなびつながりプロジェクト・牧野愛する商店会
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図 書 館 からのお知 らせ

ひらかた し り つ ま き の と し ょ か ん

お問合 せ 枚方 市立 牧野 図書館
で

ん

わ

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！

３月の展示テーマ
「逢えない誰かに贈る絵本」
「子どものための図書館活用術」

今の状況だからこそ、伝えたい思いがある。そんな気持ちで
選びました。図書館で絵本を借りて、贈りたい人が

３月２６日（金）１０：００～１１：３０

思い浮かんだら、近くの本屋さんまでレッツ・ゴー！

小学校の宿題として出される「自主学習」。何をす
ればいいのか、お困りの方はいませんか？
そんな時はぜひ図書館を使ってみてください！
「自主学習」に役立つ図書館の活用法について、お
話します！
会場：牧野図書館 ラーニングルーム
対象：小学校 3 年生～5 年生（保護者同伴可）
定員：先着８組
申込：３月８日（月）
１０：００から総合窓口、
１０：３０から電話で受付

今を生きるすべての人へ
『ひさの星』
斎藤 隆介／作
岩崎 ちひろ／絵
岩崎書店
１９７9 年 6 月出版
秋田に住む静かな少女のひさは、水に落ちて流さ
れ、天の星になった。それはなぜか――。
蛍のような儚さが淡い水彩によって物語の世界に
一層引き込んでくれます。心の強さとは。ひさの星
のように輝く在り方とは。優しさと切なさと愛おし
さが溢れるお話です。

お世話になった先輩へ

２月号に掲載した下記のイベントは臨時休館に伴い延期にな
りました。新しい日程と併せて再掲します。

『エルシー・ピドック、
ゆめでなわとびをする』
エリナー・ファージョン／作
シャーロット・ヴォーク／絵
石井桃子／訳
岩波書店
２００４年６月出版

「黒岩多貴子 水彩画原画展
K PRESS 表紙イラストと花の世界」

３月１３日（土）～１８日（木）
会場：牧野図書館 第一集会室

自由な線使いと淡く踊るような水彩のタッチは、幼い
頃、初めて縄跳びが跳べた時の、嬉しくて懐かしい気

時間：開館時間内 （※ただし最終日は 17 時まで）

持ちを思い出します。ジブリでお馴染み、宮崎駿監督

※マスクの着用、手指の消毒にご協力お願いいたします。
※状況に応じて期間変更や、入場制限を実施する場合がございます。
ご来館前に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
展示テーマはセラピーです。
ぜひご覧ください。

もお気に入りのイギリスの児童文学作家ファージョン
の世界を味わってください。

図書館俳句ポスト

３月のお題は「草餅」

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

所定の投句用紙に、今月の季語を使った俳句、又は自由題

月替わりの展示コーナーです。

俳句を記入し、図書館俳句ポストにお入れください。

2021

3月のイベントカレンダー ※新型コロナウイルスの感染症の拡大状況により、
内容の変更、中止になる場合がございます。

月曜日
1

火曜日
2

水曜日
3

木曜日
4

金曜日
土曜日
5
6
👶ふれあいルーム 📖 おはなし会
10：00～12：30
15:00～

日曜日
7

8

9

10

11

12
13
👶ふれあいルーム 黒岩多貴子
10：00～12：30 水彩画原画展
3/13～18

14

16

17

18

19
20
21
👶ふれあいルーム 32ndひらかた
10：00～12：30 人形劇フェスティバル
９：３０～

15

楽しいレジンの手作り講座

①１３：３０～
②１５：００～

📖 おはなし会 15:00～

22

23

休館日

24

みんなで一緒に考えよう

30

26

北分館休館日

正しく減量！プラご
みとリサイクルの話

１０：００～
29

25

31

子どものための 27
図書館活用術 🍀 かくれんぼの
おはなし会
10：00～11：30
👶ふれあいルーム
10:30～
10：00～12：30

28

←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♪

📖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。

生涯学習市民センター・北分館 団体ロッカーの使用のご案内
団体ロッカー・ロッカー室（床置き、棚置き）の利用につきまし
て今年度は抽選を行いません。
引続き利用を希望される団体は、３/３１（水）までに牧野生涯
学習市民センターは１階総合窓口、北分館は事務所まで申込書を
提出してください。

牧野生涯学習市民センター・牧野図書館
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/
〒573-1143

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）

牧野北分館
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/
〒573-1149

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

