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日本の風景展

令和元年

野沢 寛 「斑鳩法輪寺展望」

5

1㊌
21 ㊋

御殿山生涯学習美術センター
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[ 初日は 13 時より ]
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所蔵作品展

日本の風景展

５月１日㊌－５月２１日㊋

今月は「日本の風景」展を開催します。

５月１日から新元号「令和」が始まりました。発表以降、日本の歴史や
文化などを改めて考える機会をもった人も多かったことと思います。出

典は『万葉集』巻五の梅花（うめのはな）三十二首の序文にある「時に、
初春の令月にして、気淑く風和ぎ（ときに、しょしゅんのれいげつにし
て、ききよくかぜやわらぎ）（以下省略）」で、これまでの漢籍ではなく
初めて国書を典拠にしたと説明されています。

三塩 英春「枚方八景 山田池の月」

改元にあたり、日本の歴史・文化の形成に影

響を与えてきた自然や風土に改めて目を向け、
日本各地を描いた風景画を通じてその美しさ
や豊かさを感じてほしいとの願いから本展を

企画しました。展示作品のタイトルには斑鳩、
枚方、志摩、白馬、黒部、越前などの地名が
付けられています。それぞれの地域の自然・
風土を画家がどのように感じ、どう表現した
かを鑑賞しながら、日本を考える展示会とな

清水要樹「黒部峡谷」

参加者募集

れば幸いです。

斎藤与里「志摩波切風景」

活動委員会事業

「あなたの絵で扇子を作ろう！」
日時：５月２５日（土）１０時～１７時
※この日に参加できない方・早く取り掛かりたい方のための予備日

りませんか？
作
を
子
扇
の
あなただけ
いですね！
い
も
に
ト
ン
プレゼ

５月２３日（木）１７時半〜２０時

（予備日でも、サンプル画の用意 & 描き方指導をします。）

定員：先着２０名 ( 中学生以上 )
費用 ( 当日 )：材料＆加工費 １６００円／１つ
場所：御殿山生涯学習美術センター
講師：矢野正義

今回の講座は絵付けをします。絵のジャンル・画材は自由。
ご自分で絵や図案を用意されても、準備したサンプルを模

申し込み：５月１日（水）１０時～

写しても構いません。（模写に便利なトレース台も用意し

御殿山生涯学習美術センター窓口にて受付（電話予約可）

京都の老舗扇子屋さんに加工依頼 ⇒「京扇子」 として完成！

TEL

ています）

枚方市所蔵 立体作品展示コーナー

050-7102-3135

吉向蕃斎 「鶴食籠 亀食籠」

吉向焼の七世松月・吉向蕃斎（きっこうはんさい ,1924-2018）作の「鶴食籠

亀食籠」を１F ロビーで展示しています。吉向焼の由来は江戸時代の享和年間

（1801-1804）に遡ります。伊予大洲藩出身の戸田治兵衛が京に出て、楽家九代

了入などの名人に作陶を学びます。その後、大阪十三村に築窯し、庭前の松と生
駒山にのぼる月から「十三軒松月」を号としました。また、十一代将軍家に鶴と

亀の食籠（じきろう）を献上し大変喜ばれたことから「亀甲」
、
つまり「吉に向かう」

にちなみ「吉向（きっこう）
」の窯号を賜ります。以後吉向姓を名乗り、現在構える交野の工房
で伝統を受け継いでいます。吉向焼は青釉（緑釉）を主とした色釉や色化粧土を用いて、色鮮
やかな「楽」風が特徴。暖かみがあり親しみやすい陶器として喜ばれています。



１Ｆロビー 立体展示ケース
５月２７日まで展示予定

御殿山図書館だより

2019

ひらかた絵本まつり２０１９ 開催中！ （５月１２日まで）

い！ おもしろい
りだくさん！
ほんのほかにも も

【１】 ４図書館 （楠葉 ・ 菅原 ・ 津田 ・ 御殿山） 合同スタンプラリー

えほんはおもしろ

【3】 ミニミニこいのぼりを作ろう！ （5/4 （土） 11 時～）

ンプをゲット。８個集めるとゲームブックが！

トイレットペーパーの芯が、
素敵なこいのぼりに！

【２】 リアルミッケ、 京阪電車をさがせ！ Ver.3
図書館の中の京阪電車を探してクイズに答え、

プレゼントをゲットしよう！

!!

え

４館のどこかで本を借りると、1 日 1 回スタ

※詳しい内容は

May

【4】 おはなし会スペシャル （5/5 （日） ・ 5/11 （土） ・ 5/12 （日） 11 時～）

図書館内のチラシやスタッフにお訊ねください。

この日のおはなし会は、いつもと違ったスペシャル版！

美術特集、 ５月は 「猫アート」
館内中央閲覧席横の「美術特集コーナー」では、関西を中心に日本で開催される美
術展の関連資料を紹介しています。５月は「猫アート」を展示しています。

「猫ブーム」は、江戸時代にもたびたび巻き起こっていて、可愛らしい姿はもちろん、
化け猫や擬人化した姿などで浮世絵や絵入り本に描かれ、大人気でした。特集コー

ナーでは、
歌川国芳らの「浮世絵の猫」や「猫マンガ」
「猫の写真」
、
を集めました。また、

「猫（動物）の描き方」の本も複数ありますので、猫好きはもちろん、絵を描くこと
に興味をお持ちの方も一度ご覧ください。

仙台市博物館では、６月９日（日）まで「いつだって猫展」を開催中です。浮世絵を

中心に、版画、土人形、おもちゃ絵など、猫だらけの作品の数々が展示されています。

４月の 「不思議の国のアリス」 特集

また、クイズや猫作品の人気投票、持参した猫写真を提示できるコーナーなど、楽

しいイベントも満載です。

♦５月のイベント♦
事前申し込み等不要ですので、みなさんぜひご参加ください。

８㊌ 15:30 〜 おはなしのへや

17 ㊎ /31 ㊎ 10:00 〜

紙芝居サークルよっちゃん

紙芝居や絵本、パネルシアターなどみんなで楽しもう！

ふれあいルームとことこ

毎週㊏㊐ 11:00 〜 おはなしのへや

10 ㊎ /24 ㊎ 10:00 〜

図書館スタッフによるおはなし会

ふれあいルームおひさま

※各回とも

おはなしのへや

子育て中のお母さんたちに大人気！子育て経験豊富な市民スタッフに
よる親子交流の場。絵本や手遊び、体操など一緒に楽しみ「親子とも
ども新しい友だちができる」と好評です。
開設時間中の出入り自由、無料。

※５/５． １１． １２はスペシャル版です。 （ボランティアさんの
参加は次回６/２になります）

※４月から、 おはなし会は朝 11 時～ 11 時 30 分
開催に変更しています。

【新シリーズ】 御殿山図書館スタッフが薦めるとっておきの 1 冊 第２回

松尾たいこ／著 ; 戸矢学／監修
『古事記ゆる神様 100 図鑑』 （講談社刊）

分類番号 913.2

５月ですね。元号が「平成」から「令和」へ改められました。

出典が日本の元号史上初【日本の古典】ということもあり、日本文化を見
直したい、もっと昔の日本のことを知りたい、との思いを抱いている方も

多いと思います。そんな方におすすめの１冊がコレ！

この本は日本最古の歴史書「古事記」に登場する神様を、おかしみのあ
るイラストとコメントでご紹介。

第２回御殿山ビブリオバトル開催！
バトラー募集‼
今回は６月恒例の御殿山フェスタに

おいて開催します。テーマは「絵本」！
お気に入りの１冊をご紹介いただけ
るバトラーさんを募集します。

日時 ： ６月９日 ( 日 ) 午後１時半〜
会場 ： 御殿山生涯学習美術センター

家族構成、神社、ご利益まで載っていて「この神様は誰の子どもだっけ？」なんて疑問

もすぐに解決。巻末にはオススメ神社も掲載。古代日本の神様たちが身近に感じられる

こと間違いありません。

（図書館スタッフＳ）



申込 ： ５月１５日 （水） までに
御殿山図書館窓口か電話で

電話 ０５０—７１０２—３１１９

2019

御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館だより

May

予告 !

４月からホールで使える備品が３種類
増えました。ぜひご活用ください！！

６月８㊏・９日㊐

大型の鏡

開催します！

バレエバー

６月８-９日の２日間、毎年恒例の「御
殿山フェスタ」を開催します。当日は
楽しいイベントが盛りだくさん！
みなさんのお越しをお待ちしてます！

バレエマット
今年も
が
くらわんこ

参加団体による
ミニコンサートも楽しめる！

やって来る！
陶芸、レザークラフト、さをり織り、アク
セサリー、つまみ細工など美術センター
ならではの創作体験ができるよ！

震災支援バザーも開催！

おたのしみに‼

※写真は全て昨年の様子
令和元年５月１日改定

生涯学習市民センターの用紙類購入価格表
品名

印刷用紙類
料金改定
のお知らせ

再生紙（A4）
再生紙（A4）
再生紙（B4）
再生紙（B4）
※５月１日より、生涯学 再生紙（A3）
再生紙（A3）
習市民センターの印
刷用紙類の価格が右 一体型印刷機マスター
の通り変更になります。
一体型印刷機インク

単位枚数

平成 30 年度
購入価格 （円）

令和元年度
購入価格 （円）

100
500
100
500
100
500
1
100

50
250
80
380
100
500
30
30

70
310
100
470
130
620
30
30

前年度との
比較（円）
20
60
20
90
30
120
0
0

�アートフラッシュ 作家募集�

桜が咲きました！

４月上旬、御殿山公園の
桜が満開になりました。
御殿山の桜は『河州交野
渚院碑銘』に「院の裏に
千本の桜を植え、以って
三春の美をほしいままに
する」とあるように、皇族たちが宴に興じた平安の頃を想起させてくれます。公園内
ではお弁当を食べながら花見を楽しむグループや、お母さんに連れられた子どもたち
のはしゃぐ声が花の下に響きわたっていました。御殿山はいつの世になっても桜を愛
でる人たちが集う平和な場所であってほしいですね。

【生涯学習美術センター】
Tel︓050-7102-3135 fax︓072-847-8351

当センターでは、
展示スペースを活用し、
創作活
動を積極的に行っていく若手・新鋭アーティスト
の応援をしていきます。出展にあたり、
事前に審
査・選考をさせていただきます。
応募資格等
①今後作家活動を続けていく意欲のある方。
（展覧会歴等は問いません）
②京阪・学研都市線沿線（特に枚方市）を中心に
活動を行っている方。 枚方市にゆかりのある方。
③若手作家、新鋭作家の方。

【図書館】
Tel︓050-7102-3119 fax︓072-840-2141

http://www.hira-manatsuna.jp/gotenyama/
e-mail:info-gotenyama@hira-manatsuna.jp

http://hira-manatsuna-library.jp/gotenyama/

e-mail:gotenyama@hira-manatsuna-library.jp
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発行︓枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館
（指定管理者︓枚方まなびつながりプロジェクト）
〒573-1182 枚方市御殿山町10－16
〈開館時間〉月～土曜日 9:00～21:00
日・祝日 9:00～17:00
〈休館日〉第４月曜（祝日は開館）・年末年始


