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御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館だより

所蔵作品展

Cool Air（涼気）展
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御殿山生涯学習美術センター
月ｰ土：9 時－21 時 日・祝：9 時－17 時

山河

全「In my eyes #30」

[ 初日は 13 時より ： 最終日は 16 時まで ]
★6 月 24 日㊊は休館日

御殿山生涯学習美術センターだより
御殿山生涯学習美術センターだより

2019
2019 June
January

６月８㊏・９㊐ 開催

御殿山フェスタ 2019
６/８㊏
オープニング

くるよ！ （8日）
チンドンやさんもフェスタに

9：45 〜

枚方第一中学校吹奏楽部による演奏
展示 ・ 発表

１F ロビー

10：30 〜 楽しいイベントがいっぱい

・バトン演技・バトン体験

無 料

ホール

―京阪鼓笛バンド・バトン部のバトンの演技！

・大人も子どももみんなで遊ぼう
・英語で遊ぼう

無 料

ホール

〜わらべうた〜
無 料 ホール

―関西外国語大学・通訳ガイドクラブの皆さんと
英語を使った楽しいゲームであそびましょう。

夜のコンサート

18：00 〜 20：00

初夏のフォークライブ

無 料

♪

１Ｆロビー

出演：六峰（ろっぽー）と仲間たち

※ドリンク・おつまみの販売あります

６/９㊐

オープニング 10：00 〜 ミルキーＭ２によるミニコンサート
リサイクルブック市 10：00 〜 図書館・おはなしのへや
―なくなり次第終了です。
震災支援チャリティーバザー 10：45 〜 12：30
展示 ・ 発表 10：30 〜 楽しいイベントがいっぱい
・折り紙体験
無 料
集会室１
―いろいろな折り紙に挑戦しませんか？
第２回ビブリオバトル in 御殿山フェスタ
13：30 〜 15：00
創作室１
―集まったみんなで「一番読みたくなった本」を決めるゲームです。
エンディング 15：10 〜 15：40
♬
琴・尺八コンサート 無料
１Ｆロビー
出演：琴アンサンブル・さと音
創作室２
８日 10:30 〜 16:00
９日 10:30 〜 14:45
・さをり織り / アクセサリー
作り
・ レザークラフト体験
・ 陶芸体験（参加費 要）

じゃんけんラリー
＆
クイズラリー

６/８㊏
９㊐
両日

創作室３ お絵かき体験
８日 10:30 〜 16:00
牧野高校文藝部
９日10:30〜14:45
枚方なぎさ高校イラスト部

ポン菓子の実演販売

(＊写真はすべて昨年の御殿山フェスタ 2018 のようす )

御殿山フェスタ 2019 プレミアム企画

〈防災イベント〉

[ 図書館・センター共催 ]

６月８日 ㊏

真っ暗闇の中で、
: 00 〜 15 : 30
非常食を作ってみよう 14
受付開始＿13：45
防災の非常食を試食いたします。

会場＿御殿山図書館おはなしのへや

しておりません。
）

参加費用＿100 円

（アレルギー物質 27 品目は使用

対象＿小学生以上

※小中学生の場合は保護者も参加していただきます。


申込＿６月１日
（土）
９：００から
御殿山図書館カウンターか電話で
定員＿１５人
（先着順）

Tel：050
事業協力

-7102 -3119

プラス株式会社ジョインテックスカンパニー

御殿山図書館だより

2019

June

「自学自習タイム」、 大人の方にも好評！
４月から年齢制限を無くした「自学自習タイム」は、大人の皆さんにも好評です。
３月は６人のご利
用でしたが、
４月にはなんと５５人に！
！ヽ(^o^)丿
座席数にはまだまだ余裕がありますので、
どうぞ皆さんご利用ご活用ください！
★月曜〜土曜

１５時〜２０時５５分（ただし第１水曜日のみ、
１７時開始）

★日曜・祝日

１３時〜１６時５５分

自己啓発や試験勉強にお使いいただくスペースです。静粛にお願いします。なお、開室中はドアを
常時開けた状態でのご利用となります。状況により、図書館の判断で開閉を行うことがあります。

※ 6月8日（土） 9日（日） は、御殿山フェ
スタ開催のため、「自学自習タイム」 はご利
用いただけません。

美術特集、 ６月は 「クマのプーさん」
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。６月は「クマのプーさん」を展示しています。

『クマのプーさん』は、1926 年に出版されて以降、50 ヵ国以上の言語に翻訳され、

5,000 万部以上の本が出版されている、世界一有名なクマの物語です。特集コーナーで

は、
日本語版と英語版の「プーさん」の物語と詩集を中心に関連図書を展示しています。
物語を書いたＡ．
Ａ．ミルンとイラストを描いたＥ．
Ｈ．シェパードの関連本や
「プーさん」

のモデルになったクマの絵本などもありますので、誕生秘話など、プーさんをもっと
深く知りたい方にもおすすめです。

あべのハルカス美術館では、６月 30 日（日）まで「クマのプーさん展」を開催中です。

シェパードが鉛筆で描いたプーさんの原画を世界最大規模で所蔵するイギリスのヴィ

５月の 「猫アート」 特集

クトリア・アンド・アルバート博物館の原画コレクションをはじめ、各国から集めた資

料により、
「プーさん」のすべてを紹介する展覧会です。
♦６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。

５㊌ 15:30 〜 おはなしのへや

7 ㊎ /21 ㊎ 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

14 ㊎ /28 ㊎ 10:00 〜

図書館スタッフによるおはなし会

※会場は各回とも

おはなしのへや

ふれあいルームおひさま

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。

※毎月第１日曜日 （６月は２日） には、 おはなしボランティアの
おかあさんも参加！

※今年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。

御殿山図書館スタッフが薦めるとっておきの 1 冊 第３回
岡田 淳／著
分類記号＜児童 Ｆオカ＞
『こそあどの森の物語 ふしぎな木の実の料理法』 （理論社刊）
6月は祝日もなく、連休だったＧＷを思い出して少し憂鬱になってしま
います。
そんな気分の時にはゆったりほっこりさせてくれる物語はいかがで
しょうか？
『こそあどの森の物語 ふしぎな木の実の料理法』は、不思議な森に
住んでいる、人と関わりを持たなかった男の子とどこか変わったおか
しな住人たちとの、愉快だけれどゆったりとしたやりとりは慌ただしい
日常を過ごす私たちにほんの少しの安らぎを与えてくれます。
児童書ですが大人でも楽しめる優しさがたくさんつまった物語になっているので、一
（図書館スタッフＫ）
度こそあどの森の住人たちと触れ合ってみるのはいかがでしょうか？


「ひらかた絵本まつり」、
御殿山でも盛況でした！

枚方市立図書館全館で開催され
た「ひらかた絵本まつり」
。御殿
山でもおはなし会スペシャルや
ミニミニ工作会、リアルミッケや
スタンプラリーを開催し、延べ
280 人以上の子どもたちにお楽
しみいただきました。これをきっかけに、より多
くの子どもたちが本と図書館を好きになってくれ
たらいいなと思っています。
なお、スタンプカードの配布は終了しましたが、
スタンプの押印は続けて実施中です。どんどん御
殿山図書館を利用してスタンプを８個もらって、
ゲームブックをゲットしてください！

2019

御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館だより

ギャラリーコンサート
６/３㊊
KAWAZU
（ギター弾き語り）
♪
♬
♫

June

各日 １２ ： ３０～１２ ： ５０

御殿山生涯学習美術センター

入場無料

１F ロビー

６/４㊋
野元 修一
（サックス）

６/５㊌
Nani★Waena
（ハワイアン）

６/６㊍
オージー
（フォーク）

普段は美術作品を展示しているギャ

ラリースペースでのミニコンサート
です。昼下がりにちょっと素敵な音
楽を楽しみませんか？

Event 報告

生涯学習講座

「段ボールで生ごみの堆肥化」

４月 27 日（土）、生涯学習講座「段ボールで生ごみの堆肥化〜段ボールコンポスト〜」を開
催しました。ごみの減量化に取り組んでいる枚方市の減量業務室の職員を講師に、段ボール
箱を使用した生ごみ処理容器＝段ボールコンポストについて学びました。段ボール箱の中に
生ごみと堆肥と米ぬか、水、空気を混ぜ合わせ、微生物の働きで生ごみを分解、約３カ月間

かき回し続けた後、１カ月間熟成させると堆肥が完成します。参加者（11 名）のみなさんは
座学でしっかり学んだ後、実際に堆肥化の作業を実施。終了後は堆肥を完成させるために段
ボールコンポストを自宅に持ち帰っていただきました。

所蔵作品展

６月１７日㊊－７月７日㊐

Cool Air （涼気） 展

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

金曽 大畔﹁ナイル河のほとり﹂

６月から７月にかけての所蔵作品展では当センターが所蔵する作品の中か
ら、涼しさを感じさせる絵を集めてみました。６月の異称は「水無月（み
なづき）」。暑さで水が涸れるところから、水無月（みずなしづき）とされ
ています。その他にも、田植えに水を多く必要とする意味や、梅雨である
ため水に恵まれた月という意味など諸説あります。また、「風待月（かぜ
まちづき）」という異名もあります。これは蒸し暑い時期であるため、風
が吹くのが待ち遠しい季節ということから付けられたとされています。
「待
つ」が転じて「松風月（まつかぜづき）」とも言います。展示期間中は梅
雨時から梅雨明け、そして本格的な夏の始まりにあたります。本展示会場
で冷たい水に触れ、涼しい風にあたって涼をとっていただければ幸いです。

【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 9:00～21:00
日曜・祝日 9:00～17:00
〈休館日〉第４月曜（祝日は開館）・年末年始


