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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 Twitter ・Facebook ページでも情報を発信しています。
是非一度ご覧ください。

@makinomakikita

@makino.sg
今月の１枚：薄明かり 水野浩子（枚方きりえ倶楽部）＜不許複製＞

６月２１日（月）～７月１１日（日）期間は変更される場合があります
開館時間 ９:００～２０:００（日曜日は午後５時まで）
牧野生涯学習市民センター・牧野北分館
一定の制限を設けた上で、諸室・ロビーの利用を再開しています。
午後８時で閉館していますが、閉館時間変更に伴う還付はございませんので、上記期間中の夜間区分をご利用
される場合はご注意いただきますよう、お願い申し上げます。
●印刷室のご利用について
ご利用にあたっては、1 団体ごとの入室とさせていただいております。複数団体の入室はお断りしていますの
で、お待ちいただく場合がございます。また、チェックシートの記入をお願いしています。
●使用料の還付について
「まん延防止等重点措置」に伴う利用中止及び、新型コロナウイルスを理由とした利用中止については、全
額還付いたします。
※還付手続きについては、できる限り大阪府における外出自粛要請が解除された後にお願いします。その際
は、センター使用許可書（兼領収書）を窓口にご持参ください。

牧 野 図 書 館
枚方市立図書館では、6 月 21 日以降は入館時間の制限を解除し通常通り運営しております。
●入館時間に制限はございません。
●閲覧室のイスは、数量や配置について変更する場合がございます。
●新聞・新刊雑誌の閲覧、OPAC、インターネット端末、ジャパンナレッジ端末は通常通りご利用いた
だけます。
●おはなし会・催しは、感染症対策を行いながら実施します。
●Learning Room は、席数を減らし、間隔をあけるなど対策を実施しながらご利用いただきます。

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

第３３２回サンサン人形劇場
【日
【会
【出
【演

時】
場】
演】
目】

７/１８（日）１３：３０～１４：３０
ホール
人形劇団いれぶん
「ともだちほしいな おおかみくん」
ワンダーランドシアター「スイミー」
【参加費】 無料
【申込み】 ７/１（木）１０：００～電話受付のみ
【定 員】 先着１５組（１組４名まで）/最大６０名
活動委員会主催

ひらかたに

はくぶつかん がやってくる

博物館のスタッフの人に生きもののおはなしをきいたら、スタンプで自分だけの
エコバッグをつくってみよう。

【日 時】 ７/２５（日） ①１１：００～１１：４０
②１３：３０～１４：１０
【会 場】 牧野生涯学習市民センター じどう室
【講 師】 西澤 真樹子 （大阪自然史博物館外来研究員）
【申込み】 ７/３（土）１０：００から 電話受付
【定 員】 各回先着１５名
【対 象】 小学生
【参加費】 １００円 （エコバック付き）
夏休み特別企画

ロボット・プログラミング体験

イギリスの BBC がつくった手のひらサイズの教育向けコンピューターと、小中学生のプログラミング教育に活用される
ことを目的に開発された二足歩行ロボット PLEN:bit を用いて、プログラミングの基礎を楽しく学びます。

【日 時】 ７/３１（土） ①１０：００～１２：００
②１４：００～１６：００
【会 場】 牧野生涯学習市民センター じどう室
【講 師】 大阪ハイテクノロジー専門学校 AI ロボット専攻
【申込み】 ７/２（金）１０：００から 電話受付
【定 員】 各回先着１５名
【対 象】 小学２年生～中学生（小学生は保護者同伴）
【参加費】 １０００円

熱中症に
ご注意ください

熱中症は気温が高いなどの環境下で、体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱
がこもってしまうことで起こります。小さな子どもや高齢者、病気の方などは特
に熱中症になりやすいため注意が必要です。熱中症にならないために、新型コロ
ナウイルス感染防止のための「3 密」を避けつつ、十分な対策を行いましょう。
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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
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電話 ０５０－７１０２－３１2１ Fax ０７２－８５５－１０２２

子ども本のサマーギフト
サマーカードをつくろう

夏休みにじっくり楽しめる本を、スタッフが選びま
した！借りて嬉しいギフトラッピングされた本を
選んでいただけます。まだ読んだことのない本と
の出会いがあるかも！
７月２０日(火)～無くなり次第終了
会場：牧野図書館
対象：小学生～中学生
※サマーギフトの本は貸出手続きします。
※３０冊

色えんぴつで夜空をえがき、ビーズを星にみた
てて、じぶんだけのカードをつくろう！じぶんの
星座をしらべてから、星をかくよ！
７月２９日（木）14：00～15：30
会場：牧野図書館 第１集会室
対象：小学生
定員：５名
申込７月４日（日）
１０：００から総合窓口、電話で受付

※マスクの着用、手指の消毒にご協力お願いいたします。

館内の展示コーナーをご覧ください！
日本代表のキャプテンとして

『アスリートの世界』

チームを引っ張りワールドカ

厳しいスポーツの世界。日々の練習はもちろん

ップにも３度出場。指揮官か

周囲からのプレッシャーも相当なはず。

らも絶大に信頼されたサッカ

今月は第一線で活躍する(活躍した)アスリート

ー選手。彼が大切にしていた

たちに関連した本を集めました。毎日の生活や
ビジネスシーンなどでも参考にできるヒント・
気づきがたくさん詰まっていることでしょう。

『心を整える。』

のは『心』。メンタルコントロ

長谷部 誠／著
幻冬舎 ２０１１年３月出版

ールの術がわかりやすい言
葉で書かれた本です。

ぜひ 1 冊手に取ってみてください。
健康をテーマにした本の特集

まきのいきいきコーナー

テーマ

肌トラブル

暑い季節になりましたね。そんな中で紫外線を直で浴びて
いたり、マスク生活で肌が荒れてしまっていたりしません
か？自覚症状はなくても実はダメージを受けているかも
…。ニキビ・しわ・しみ・かゆみ等様々なお肌の悩みに関する
本を集めました。肌の調子を整えて暑い夏を乗り越えましょ

グリーンカーテンを作るために、図書館では
ゴーヤを育て始めました！
先日、苗をプランターへ植え替えました。
支柱を立ててネットも張り、これからどんど
ん伸びていくゴーヤに備えています。

う♪

図書館俳句ポスト

「ゴーヤ」を育てています。

お題

日傘

駐輪場に面した
図書館の壁に

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

育てています！

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

Twitter では時々ゴーヤの写真を紹介して

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

います。

を記入し、図書館俳句ポストにお入れください。

ぜひご覧ください！➡@makinomakikita
３

2021
月曜日

7月のイベントカレンダー
火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

1

2

3

4

10

11

17

18

👶ふれあいルーム 📖 おはなし会
（わくわくパンダ）
15:00～
10：00～12：30

←牧野図書館・センター
共通のTwitterです。
フォローしてね♪

5

6

7

8

👶ふれあいルーム

9

（ハーモニークラブ）

📖 おはなし会
15:00～

10：00～12：30

12

13

14

15

16

👶ふれあいルーム 📖 おはなし会
（わくわくパンダ）
15:00～
10：00～12：30

📖 親子で楽しむ
おはなし会
11:00～

19

20

21

22
23
北分館休館日

子どもの本の
サマーギフト

👶ふれあいルーム

～なくなり次第終了

（ハーモニークラブ）

24

25

🍀 かくれんぼの
おはなし会
10:30～

ひらかたにはくぶつ
かんがやってくる

10：00～12：30

26

27

28

休館日

29

30

サマーカードを
つくろう！
14：00～15：30

サンサン人形劇場
１３：３０～

31📖 おりがみの

①１１：００～
②１３：３０～
📖は図書館員による

おはなし会 おはなし会です。
15:00～
🍀はボランティアグ
プログラミング講座 ループによるおはな
中面をご覧ください し会です。

としょかんから夏やすみの予告！

レッツ！としょかん探検
せっかくの夏やすみだから、としょかんを探検してみませんか?
ふだんは、行くことができないとしょかんの秘密の場所も案内するよ。
集合場所：牧野としょかん 入り口前
申し込みは、いりません。当日、直接牧野としょかん入り口前に来てください。
日時：８月２日(月)～８月６日(金)まで
１０：００～１０：３０(小学１～３年生 ３名まで)
１５：００～１５：３０(小学４～６年生 ３名まで)

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
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/

牧野生涯学習市民センター
牧野図書館

牧野北分館

〒573-1143

：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

：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）

