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《指定管理事業》平成 29年度 

● 指定事業（府民講座） 

実施日 事業名 備考 参加人数 

8月26日 
第1回府民講座 「茂田井武の物語絵」 
（講師：広松 由希子（絵本研究家・作家）） 

共催：大阪府立中央図書館 
   国際児童文学館 

87 

1月27日 
第2回府民講座 「出版マル秘裏ばなし」 
（講師：菊池 明郎（筑摩書房）、下中 美都（平凡社）、成瀬 雅
人（原書房）、富澤 凡子（柏書房）） 

関連図書展示 117 

2月24日 
第3回府民講座 「万葉びとのこころ」（連続講座） 
（講師：上野 誠（奈良大学教授）） 

関連図書展示 60 

3月24日 
第4回府民講座 「万葉びとのこころ」（連続講座） 
（講師：上野 誠（奈良大学教授）） 

関連図書展示 78 

● 指定事業（その他） 

実施日 事業名 備考 参加人数 

5月3日 
「竹をつかってこいのぼりをつくろう」 
（講師：生駒ネイチャークラフトクラブ） 

 92 

8月5日 
「ピノッキオの旗ふり人形をつくろう！」 
（講師：生駒ネイチャークラフトクラブ） 

 122 

1月13日 アート魚拓体験会（講師：東洋魚拓 拓正会） 
共催：東洋魚拓 拓正会 
関連展示及び関連図書展示 

11 

2月18日 第12回若者ダンスカーニバル 
後援：JSDA 日本ストリートダンス
協会 

320 

● 自主事業 

実施日 事業名 備考 参加人数 

4月22日 らいぶらり寄席（出演：桂 文鹿、笑福亭 由瓶） 
 

44 

5月9日 
～7月11日 

ピラティス＆ストレッチ春期講座（全10回） 
 

延べ
121 

5月13日 第五回 ライティ寄席（出演：関西若手落語家） 
 

76 

5月20日 
まちライブラリー＠大阪府立中央図書館 植本祭 vol.4 
（講師：名嘉眞正氏（デルソル家具店代表）・中尾 あむ氏（本のア
トリエＡＭＵ代表）、出演：Ｒipple） 

関連図書展示・関連展示実施 110 

5月28日 ものづくりファミリーワークショップ 
協力：株式会社 コノエ  
関連展示 

191 

7月1日 らいぶらり寄席（出演：林家 菊丸、笑福亭 由瓶） 
 

48 

7月8日 阿見 真依子 ピアノコンサート  135 

7月9日 バリアフリー映画上映会「くちびるに歌を」 

協力：住友商事  
共催：大阪府立中央図書館 
関連図書展示（選書：大阪府立
中央図書館・指定管理者） 

143 

8月19日 ミニ縁日  130 

8月19日 ロビーコンサート（リーナ・リーナ）  116 

8月26日 第六回 ライティ寄席（出演：露の都、笑福亭 由瓶、桂 慶治朗）  96 

9月24日 らいぶらり寄席（出演：桂 米紫、笑福亭 由瓶）  58 

10月21日 終活のおはなし  51 

10月22日 らいぶらり寄席（出演：桂 三風、笑福亭 由瓶）  17 

9月5日 

～11月21日 
ピラティス＆ストレッチ秋期講座（全10回）  

延べ

111 

11月3日 

～11月5日 

ハッピーフェスタvol.2 

 ・ころピカだんごをつくろう！ 

 ・森の動物をつくろう（講師：生駒ネイチャークラフトクラブ） 

 ・「多面指し」でプロ棋士・竹内雄悟四段に挑戦！ 

（講師：竹内 雄悟） 

 ・ミニ縁日 

 ・ロビーコンサート（出演：Ripple） 

  ・布目の里 野菜販売 

協力：シャチハタ株式会社 

 

 

 

 

 

473 

151 

84 

 

150 

72 

11月23日 
第七回 ライティ寄席（出演：笑福亭 銀瓶、笑福亭 由瓶、笑福亭 べ

瓶） 
 138 
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実施日 事業名 備考 参加人数 

12月2日 
ひのきのかんなくずを使ってリースをつくろう！ 

 （講師：ボランティアグループ パロムロムパ） 

共催：まちライブラリー＠大阪

府立中央図書館  
46 

12月16日 ロビーコンサート（クラリネット五重奏）  64 

2月3日 

～2月4日 

ハッピーフェスタvol.3 

 ・釈徹宗×桂文我 大阪の物語「弱法師」を語る 

  （講師：釈徹宗（如来寺住職・相愛大学教授）、桂文我（落語家）） 

 ・ロビーコンサート（雅楽コンサート） 

 ・スイーツアクセサリーワークショップ 

  （講師：クレイパティシエール認定講師） 

 ・ミニ縁日 

  ・布目の里 野菜販売 

 

関連図書展示 

 

協力：大阪楽所 

 

 

 

 

167 

 

180 

81 

 

128 

 

2月10日 第八回 ライティ寄席（出演：笑福亭 風喬、桂 阿か枝、露の眞）  76 

1月16日 

～3月13日 
ピラティス＆ストレッチ冬期講座（全8回）  58 

3月11日 
「河内木綿で作る手織りコースター」  

（講師：河内木綿はたおり工房） 

共催：まちライブラリー＠大阪

府立中央図書館 
42 

3月17日 
第二回 鶴瓶・由瓶 親子会（出演：笑福亭 鶴瓶、笑福亭 由瓶、

桂 華紋） 
 375 

 
 
《展示・資料展示》平成 29年度 

● 展示コーナー等 （カッコ内は、共催等の協力機関）※ ○がある展示は指定管理者担当 

実施日 タイトル ※ 

4月1日～4月9日 青少年読書感想画コンクール優良作品展示会  

4月1日～4月9日 本の帯創作コンクール入賞作品展  

4月11日～5月7日 一押し！瀬戸内海の自然トピック（大阪市立自然史博物館）  

4月11日～5月7日 すごいぞ昆虫（大阪府営箕面公園昆虫館）  

4月11日～5月14日 アメリカ合衆国紹介ポスターショー（関西アメリカンセンター）  

4月27日～5月27日 中尾あむ 製本作品展 ○ 

5月9日～5月28日 さとやま いこまの森をまもる（大阪みどりのトラスト協会）  

5月12日～6月11日 企画展示「漱石と弟子たち-津田青楓が選んだ十弟子を中心に」  

5月12日～5月28日 いろいろなねじ展（株式会社コノエ） ○ 

5月12日～5月28日 まちライブラリー＠大阪府立中央図書館 植本祭vol.4関連図書展示 ○ 

5月13日～5月25日 大阪製ブランド展示（ものづくり支援課）  

6月13日～6月25日 教科書見本本 特別展示会（大阪府教育庁市町村教育室小中学校課） ○ 

6月20日～7月17日 バリアフリー映画上映会「くちびるに歌を」関連資料展示 ○ 

6月21日～8月20日 水都大阪の歩み－近世から近代の川と港を中心に－（大阪歴史博物館）  

6月27日～7月2日 大阪府高齢者大学同窓会東部作品展示会（大阪府高齢者大学同窓会東部） ○ 

7月4日～7月30日 江戸時代の旅－伊勢参宮を中心に－（歴史街道推進協議会）  

8月1日～8月6日 東大阪市平和のつどい 平和資料展（東大阪市人権文化部人権室人権啓発課） ○ 

8月8日～8月20日 未来展（大阪府立大学工業高等専門学校・大阪府立工業高等学校長会）  

8月8日～9月3日 私を館外（おそと）へ連れてって－貸出0（ゼロ）回本展示－  

8月22日～9月18日 絵画原画展示「茂田井武原画展－「きつねのおつかい」にみる物語絵の魅力－」 ○ 

9月20日～10月12日 1,300年の時を超えて－竹原井頓宮－（柏原市立歴史資料館・柏原市市民歴史クラブ）  

9月20日～10月12日 田辺聖子物語－作家の自伝的作品－（大阪樟蔭女子大学図書館 田辺聖子文学館）  


