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3月 自動車文庫、「ひなぎく１号」車買い換え
津田図書館の開設準備業務開始（担当者１名）
枚方図書館普及係、御殿山図書館内へ事務室を移転

 5月 山田図書館、平日も午前開館開始（火～金曜日10:30～17:00）

〔全館行事〕秋の行事「かがく・こども・あそび」 １．講演会「子ども
と科学の本」山田 和（福音館書店） ２．「たのしいわらべうた たの
しい手あそび」三木久子（大阪ＹＷＣＡ千里） ３．人形劇「へっこきあ
ねさがよめにきて」（劇団つちのこ）

津田分室閉室 渚処理場が運転開始
11月 津田分室閉室に伴う経過措置として、自動車文庫津田元町ステーション新

設（37ステーション）

第37回大阪公共図書館大会が牧野公民館で開催
12月 香里ケ丘図書館、対面朗読を開始

1990
(㍻2年)

 1月 枚方公園分室、新装開室（「サンパーク枚方」内に枚方公園青尐年セン
ターと併設）

　

自動車文庫、「ひなぎく２号」車買い換え
枚方図書館、ファクシミリを設置
「枚方市立図書館十五年誌」発行

 4月 全部門の貸出制限冊数を6冊に緩和 「ビオルネ」がオープン
複写サービス料金を１枚20円から10円に改定
津田図書館開館（現 津田生涯学習市民センターと併設） 陸上競技場がオープン
自動車文庫、津田元町ステーション廃止。（36ステーション）

６月 「図書館分室の充実を求める要望書」（59093人署名）が市長・教育長に提
出される

花の万博で「枚方市の日」を開催

 7月 「枚方市立図書館資料収集基本方針」を制定
 8月

枚方公園分室、週3日から週5日開室を開始（水～日曜日10:30～17:00） 第15回国勢調査（枚方市人口390729人）

 9月 楠葉図書館、点字ワープロを設置
津田図書館、対面朗読を開始

～11月７日 〔全館行事〕「点字制定100周年記念行事」 １．16ミリ映
写会「点字の世界」ほか　２．点字教室　３．点字機器などの展示

11月 〔全館行事〕「点字制定100周年記念行事」 ４．講演会「手は心の窓」福
島　智氏（東京都立大大学院生）

1991
(㍻3年)

宮之阪･藤阪両分室、週4日開室を開始（宮之阪：月水木土 藤阪：月水金
土）

〔全館行事〕「星を見よう、作ろう」講師：西村一洋氏（磯島小学校教
諭）

香里ケ丘・菅原・山田図書館、ファクシミリを設置
点訳ボランティア懇談会を開催

枚方図書館にパソコンを設置、J-BISC･N-BISCによる図書情報検索処理シス
テムを導入 北牧市長退任　大塩和男市長就任

5月 香里ケ丘図書館と自動車文庫の蔵書一元化事業を開始
8月 自動車文庫、津田ステーションを廃止（35ステーション）

 9月 自動車文庫、市内の３老人ホーム（松風荘･悠々の苑･菊花寮）にステー
ションを新設（38ステーション）

〔全館行事〕読書週間行事 １．コンサート「ドの音どの音どんな音」
（グループ　コン・アセット） 第1回友好都市サミット、別海町で開催

〔全館行事〕読書週間行事 ２．人形劇「かさじぞう」ほか（劇団ステッ
プ、劇団ぼちぼち、劇団くずは）

11月 聴力障害者との交流会を開催
盲人情報文化センターの録音図書コピーサービスの利用を開始

上海市長寧区との友好都市提携にちなんで、枚方図書館内に「長寧区文
庫」を開設

自動車文庫、市民病院ステーションで小児病棟への団体貸出を開始

香里園・野田・南船橋・招提・東香里・釈尊寺・茄子作・村野の8分室で週
4日開室を開始（週3日開室は禁野分室のみとなる）

12分室の運営を担当する図書館パート職員全員（29名）が非常勤職員とな
る

枚方市文化振興事業団が発足

7月 菅原図書館、対面朗読を開始
10月 補正予算で「逐次刊行物購入費」が承認され、年度途中での誌数増が実現 高齢社会憲章を制定
11月 平成５年度予定の“第２回子どもの本フォーラム”の基礎資料とするため

「青尐年の生活と読書について」の意識調査やアンケート調査を開始

第1回「ひらかた人形劇フェスティバル」
開催

「枚方市平和の日」に中宮平和ロード開
通

近畿点字図書館研究協議会がパソコンを
利用したＮＬＢシステムの電子化を発表

啓光学園高校、全国高校ラグビー選手権
優勝

全ての駅周辺が自転車放置禁止区域にな
る

 1月

1989
(㍻元年) ビデオ「図書館の人びと」発行（日本図

書館協会製作）

1992
(㍻4年)

3月

10月

2月

禁野火薬庫爆発50年を機に3月1日を「枚
方市平和の日」に制定

 4月
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10月

3月
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〔全館行事〕　１．マジックショウ＆お芝居（枚方マジック研究会）
菅原図書館、平日の開館時間を延長（火～金曜日 10:30～18:00）

1993
(㍻5年)

楠葉・蹉跎・御殿山・牧野・津田図書館にファクシミリを設置、すでに設
置されている単独館とあわせ全９図書館に設置完了

枚方市駅高架化工事が完成

〔全館行事〕 ２．春のおたのしみ会・人形劇（劇団ぴ・おーね、劇団ど
ん、劇団ぼちぼち）

楠葉図書館に設置されている点字ワープロに電子化されたＮＬＢシステム
を導入

「枚方市内のティーンエイジャーの生活と読書についての報告書」を刊行
枚方市役所職員の「完全週休2日制」が実
施される

香里ケ丘･菅原図書館、平日の開館時間を延長（火～金曜日10:30～19:00）

朗読協力者の公募試験を実施（平成５年度分） 「サンポエムひらかた」を開設
山田図書館にて対面朗読を開始、対面朗読実施館は8館となる
学校図書部会（小学校）と初めて交流会を開催 人権尊重都市を宣言

香里ケ丘図書館、集会室増築棟の運用開始（月～土曜日 9：30～21：00、
日曜日　9：30～17：00）

香里ケ丘図書館増改築工事開始（休館期間10月16日～11月11日）
11月 「第2回子どもの本フォーラム」開催
12月 香里ケ丘図書館増改築工事完成
１月 津田支所地下書庫を津田図書館が管理 健康・福祉推進都市を宣言
3月

朗読協力者の公募試験を実施（平成６年度分、以降は年度末に実施）
ふるさと農園「ひらかたの郷」がオープ
ン

4月 平井　理館長着任 文化財保護条例を施行
6月

学校図書部会（小学校）との交流会を開催
枚方市駅市民サービスセンターがオープ
ン

10月 全分室・普及係にファクシミリ設置
12月 氷室分室開室

1995
(㍻7年)

2月
自動車文庫、穂谷・尊延寺ステーションを廃止（36ステーション）

阪神淡路大震災
（救援対策室を設置）
　3月

楠葉・牧野図書館対面朗読室に防音設備付設
オーストラリア、ローガン市と友好都市
提携

4月 山田図書館、聴覚障害者にマンガの貸出を開始 国際交流協会が発足
7月 枚方図書館にて対面朗読を開始

自動車文庫、三陽台・氷室台ステーションを廃止（34ステーション）
 8月 自動車文庫、市民病院院内・菊丘南町・東池之宮・北山ステーションを新

設（38ステーション）
大塩市長退任　中司　宏市長就任

コンピューター検討委員会、「枚方市立図書館コンピューターシステム仕
様書」を答申

第１回「北河内相互貸借担当者会議」開催（参加館：四條畷・寝屋川・門
真・大東・守口・枚方）

人口40万人を越える

4月 楠本康夫館長着任

菅原図書館、新館準備に伴う業務電算化のため休館にはいる（自動車文庫
による代替サービス実施）

枚方公園駅前広場が完成

自動車文庫、枚方市障害者事業協会「ふるさと農園」へ団体貸出開始
7月 自動車文庫、病院保育室１ヵ所へ団体貸出開始 図書館分館臨時職員の非常勤化がなる
8月

自動車文庫、星丘・市民病院前ステーションを廃止（36ステーション）

枚方市学校図書部会（中学校）との交流会 障害者基本計画を策定

 1月 菅原図書館新館が開館（菅原公民館と併設） FMひらかた開局

3月 自動車文庫、中之芝1丁目・久保田・春日・松美ヶ丘ステーションを廃止
（32ステーション）

4月 自動車文庫、北山北ステーションを新設し、従来の北山ステーションを北
山南ステーションに名称変更（33ステーション）

枚方市駅、平日朝に特急停車

5月 自動車文庫、、厚生年金病院ステーションを新設（34ステーション）
 7月 枚方図書館普及係が菅原図書館旧館へ移転 名護市と友好都市提携
10月 「枚方市立図書館の図書等の譲与に関する要綱」を制定し、各図書館でリ

サイクル図書展を開催
11月 読書週間行事 子どもの本の交換会（於:牧野図書館）人形劇（於：蹉跎・

御殿山図書館）科学工作あそび（於：菅原図書館）
枚方市、インターネットホームページ開
設

市制施行50周年記念式典
1月 茄子作分室、施設改修工事開始

　

2月 「新潮45 1998年3月号」（新潮社）・「文藝春秋 1998年3月号」（文藝
春秋）の提供について議論

渚市民体育館開館

 3月 茄子作分室、再開室
4月 中島　治館長着任

 5月 牧野図書館、聴覚障害者にマンガの貸出を開始 平和の鐘「ヒラリヨン」を設置

1994
(㍻6年)

1996
(㍻8年)

1997
(㍻9年)

1998
(㍻10年)

 6月

 8月

9月

12月

2月

3月

 4月

6月

勤労者総合福祉センター「メセナひらか
た」がオープン

50



西暦・年号 月 枚方図書館関係事項 その他の出来事

7月 第1回図書館運営委員会協議会開催（案件：枚方図書館の今後のあり方につ
いて）

9月 図書館サービス検討委員会発足 市内全域で高度浄水処理水の供給開始
「枚方市立図書館汎用コンピュータ管理運営規程」を制定

枚方図書館、業務電算化のため休館にはいる（自動車文庫による代替サー
ビス実施）

総合福祉会館「ラポールひらかた」オー
プン

第2回図書館運営委員会協議会開催（案件：障害者サービスと自動車文庫に
ついて）

禁野分室開室25周年記念講演会「子どもの本をたのしむ」講師：土居安子
氏

第3回図書館運営委員会協議会開催（案件：自動車文庫事業の実情につい
て）

1999
(㍻11年)

１月
第4回図書館運営委員会協議会開催（案件：学校図書館との連携について）

学園都市ひらかた推進協議会設立

 2月 枚方図書館、業務電算化なり再開館

第1回図書館運営委員会協議会開催（案件：枚方図書館分室のあり方につい
て）

南部一成館長着任
9月 児童文学作家講演会　今関信子氏（於　香里ヶ丘図書館） 高齢社会室を新設

村野分室開室25周年記念行事人形劇

第2回図書館運営委員会協議会開催（案件：枚方図書館分室のあり方につい
て）

枚方リトルリーグ、世界大会優勝

香里ケ丘図書館･自動車文庫、業務電算化のため休館にはいる
南船橋分室25周年行事記念講演会「子育てに絵本を」

第3回図書館運営委員会協議会開催（案件：枚方図書館分室状況調査と意見
交換）

香里ケ丘図書館、自動車文庫による代替サービス開始（30日まで）
　

第4回図書館運営委員会協議会開催（案件：枚方図書館分室のあり方につい
て）

楠葉図書館、業務電算化のため休館にはいる

枚方・香里ケ丘・楠葉の３館で集中選書・発注の試行開始

香里ケ丘図書館･自動車文庫、業務電算化なり再開館

楠葉図書館図書館、業務電算化のため休館にはいる（自動車文庫による代
替サービス実施）

介護保険制度スタート

3月 自動車文庫、三栗ステーションを廃止（33ステーション）
竹田肥央館長着任
牧野･山田図書館でマンガ貸出の一般開放開始
分室を除く全館で集中選書・発注の試行開始
自動車文庫、菊丘南ステーションを廃止（32ステーション）
自動車文庫、松丘・伊加賀西ステーションを廃止（30ステーション）
楠葉図書館、業務電算化なり再開館

6月 第１回図書館運営委員会協議会開催（案件：①枚方市の現状と課題につい
て②昨年度における協議会の協議事項について）

7月 第２回図書館運営委員会協議会開催（案件：枚方図書館分室の現況調査
（現地視察と意見交換）

 8月 自動車文庫、「ひなぎく1号(LPG)」車買い換え
 9月 牧野図書館、業務電算化のため休館にはいる

子ども読書年記念行事「富安陽子氏講演会」（於：メセナひらかた）

～12月10日 子ども読書年記念行事「川端誠氏絵本原画展」（於：津田図
書館）

子ども読書年記念行事「川端誠氏講演会」（於：メセナひらかた）
津田図書館、業務電算化のため休館にはいる
牧野図書館、業務電算化なり再開館
第1回中央館構想検討委員会
自動車文庫 、「ひなぎく2号(CNG)」車買い替え 特例市に移行

津田図書館、業務電算化なり再開館

第３回図書館運営委員会協議会開催（案件：①枚方図書館分室の見直しに
ついて②図書館中央館構想の進め方について）

禁野･野田･南船橋分室、閉室
4月 羽根良一館長着任

７月 市内６大学との間で「図書館資料の貸借・複写に関する協定書」締結 鍵屋資料館がオープン
8月 関西外国語大学から図書館棟の寄附の申出あり

村野分室･分室担当事務所が市役所村野分館へ移転 ＩＳＯ１４００１認証取得
蹉跎図書館、業務電算化のため休館にはいる

10月 枚方図書館でマンガの貸出を開始
御殿山図書館、業務電算化のため休館にはいる
蹉跎図書館、業務電算化なり再開館
山田図書館、業務電算化のため休館にはいる 市制施行55周年
御殿山図書館、業務電算化なり再開館 市の鳥「カワセミ」制定

市民会館総合結婚式場「天津殿」閉館(青
尐年課事務所が２階に移転）

東海大仰星高校、全国高校ラグビー選手
権優勝

2001
(㍻13年)

 2月

北海道大滝村・奈良県天川村・長崎県波
佐見町と市民交流宣言

2000
(㍻12年) 北牧野小学校と村野小学校を閉校（北牧

野小は牧野小と、村野小は桜丘・川越小
と統合）

 1月

11月

 9月

11月

１月

 4月

11月

12月

3月

10月

11月

5月

10月

2002
(㍻14年)
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山田図書館、業務電算化なり再開館
関西外国語大学から図書館棟が寄附される
枚方市立図書館のホームページを開設

 4月 市政運営方針に中央図書館が明記される
全部門の貸出制限冊数を12冊に緩和
分室を除く全館で開館時刻を午前10時に繰り上げ
村野分室の開室時刻を午前10時30分に繰り上げ
村野･茄子作分室の土・日隔週交代開室から、土曜開室に変更
村野分室でマンガの貸出を開始

10月 北河内7市における図書館の広域利用を開始
図書館のホームページにおいて蔵書検索を開始

　

茄子作分室でマンガの貸出を開始
2月 枚方市中央図書館整備推進協議会が提言「(仮称)枚方市立中央図書館に関

する報告」を提出
 3月 東香里分室でマンガの貸出を開始

「(仮称)枚方市立中央図書館」整備構想策定
香里ケ丘図書館でマンガの貸出を開始 第二京阪道路一部区間開通
宮之阪分室でマンガの貸出を開始

12月
香里ケ丘図書館集会室（別棟）を市長公室市民活動課に貸付（㍻16年2月）

2月 手話による読み聞かせの開催（障害者サービス委員会）
3月 「枚方市立図書館グランドビジョン」策定

「週刊文春　2004年3月25日号」（文藝春秋）の提供について議論

日本語の字幕付ビデオをタグ方式・貸出期間1週間により貸出を開始（枚
方、牧野、津田）

中央図書館整備のため「枚方市民債」発
行

全館・全分室でマンガの予約受付サービス開始
市史編さん事業が総務部法制室から枚方市立図書館に所管替え ＩＳＯ９００１認証取得

7月 香里園分室でマンガの貸出を開始
8月 「枚方市立図書館システム再構築プラン」策定

11月 中央図書館開館準備のため枚方図書館を休館
枚方図書館閉館

　

山田図書館閉館（山田分室６月開室）
招提分室閉室

自動車文庫、招提団地・田口団地・小倉ステーション廃止（27ステーショ
ン）

「ひらかた大菊人形展」終了

中央図書館開館準備中に漏水事故
御殿山図書館でマンガの貸出を開始
分室を除く全館の開館時刻を午前9時30分に繰り上げる
御殿山図書館の平日の開館時間を短縮（火～金曜日10:00～17:00）
中央図書館開館 (開架冊数11万5千冊、収蔵可能冊数50万冊、閲覧フロア４
フロア、祝日開館実施）　開館記念インドネシア展・アース写真展開催
中央図書館ボランティア活動開始

6月 山田分室開室
氷室分室でマンガの貸出を開始
～8月30日　中央図書館で戦争と枚方展を開催
村野分室・枚方公園分室、業務電算化
自動車文庫、招提小学校図書室の地域開放事業に協力実施（毎週土曜日）

10月 藤阪分室開室30周年記念行事「アート・バルーンがやってくる」開催
～6日　中央図書館、「本のリサイクルブック市」開催
中央図書館、「暗誦で自分の気持ちを伝えよう　小中高生大会」開催
中央図書館、音訳協力者養成講座（デイジー専用機器操作講習会）開催
（全2回）

12月 中央図書館、「ピーターパンの世界」展開催
2006

(㍻18年)
市駅前サテライト開設（関西医科大学附属枚方病院情報交流センター内、
祝日開館実施）　｢ラポールひらかた｣内で対面読書開始

　

中央図書館、｢手話でたのしむおはなし会｣開催
2月 視覚障害者向け中央図書館見学会・利用説明会を開催

中央図書館、字幕挿入技術講習会を開催（全5回）

中央図書館利用案内の映像版｢聴覚障害者のための利用案内｣（字幕・手話
付）完成

4月 伊藤久治館長着任

～5月７日　中央図書館、「みやざきひろかず絵本原画展」開催

中央図書館、みやざきひろかず氏講演会「ワニくんとわたし」開催
～6月11日　中央図書館、「古文書入門講座」開催
｢枚方市子ども読書活動推進計画｣策定
藤阪分室でマンガの貸出を開始

9月 ～11月5日　中央図書館で「古文書中級講座」を開催
11月 子育て支援のための｢ふれあいルーム｣試行実施(中央図､蹉跎図)

防災公園「車塚公園」がオープン

「輝きプラザきらら」がオープン

2005
(㍻17年)

関西医科大学付属枚方病院が開院

津田サイエンスヒルズがオープン

「公民館」を「生涯学習市民センター」
に再編

枚方市駅・樟葉駅に平日昼間と土曜・休
日の終日特急停車

2003
(㍻15年)

南部市民センターがオープン

2004
(㍻16年) 中西悠子さん（水泳）アテネオリンピッ

ク銅メダル

くずはモールがリニューアルオープン

枚方市の公設民営「ＮＰＯセンター」始
動

「ふれあいフリースクエア」がスタート

市内各図書館にも市民用のイントラネッ
ト端末が配置

7月

4月

 1月

11月

１月

3月

5月

6月

3月

4月

7月

9月

 3月

 7月
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中央図書館、第2回「ことばにであう！子ども暗唱大会」開催

2007
(㍻19年)

3月 ブックスタート･リーフレット『あかちゃんのためのはじめてのえほん』発
行

市制施行60周年
市の花「桜」制定
　

4月 山中佳典館長着任
聴覚障害者向け中央図書館見学会・利用説明会を開催 全45小学校区で自主防災組織が発足
視覚障害者情報ネットワーク「ないーぶネット」による相互協力の活用実
施

市内初の福祉工場がオープン

5月 子育て支援のための｢ふれあいルーム｣本格実施
10月 ～22日中央図書館、特別展「江戸時代の医師三浦蘭阪の古文書コレクショ

ン－枚方で発見された古代・中世文書－」および講演会開催
中司市長辞職　竹内　脩市長就任

11月 ～平成20年3月中央図書館、連続歴史講座「淀川と街道」（計6回）を実施

中央図書館、「手話ブックトーク」開催
　

中央図書館、視覚障害者交流会実施
4月 吉田孝司館長着任

「おすすめのこどもの本2008」発行（以後毎年発行）
～7月2日 「読み聞かせ入門講座」開催（於：さだ生涯学習市民セン
ター）
自動車文庫、東池之宮ステーションの停車場所を移動 東部清掃工場が本格稼動
自動車文庫、月見丘ステーション廃止 山之上ステーション新設（27ス
テーション）
自動車文庫、高田ステーションを春日小学校ステーションに名称変更
自動車文庫、長尾西ステーションを西長尾小学校ステーションに名称変更

10月 ～11月21日　「おはなしボランティアスキルアップ講座」開催

2009
(㍻21年)

1月
中央図書館、字幕と音声ガイドのついた「バリアフリー映画上映会」開催

藤阪、香里園、宮之阪、東香里、氷室、茄子作、釈尊寺分室、業務電算化
（市内図書館施設の業務電算化完了）

分室を除く全館において祝日開館開始
「枚方版ブックスタート」開始（子育て支援室）

7月 中央図書館、商用データベース利用開始
大本英治館長着任
インターネットによる図書館資料の予約受け付け開始
デートスリップへの押印廃止
「福田君を殺して何になる」（インシデンツ刊）の購入・提供について議
論
自動車文庫、招提小学校図書室地域開放事業の終了
枚方市立図書館資料収集基本方針改訂

自動車文庫、菊花寮ステーション廃止（26ステーション） 　

自動車文庫、保育園等への団体貸出休止 国民読書年
中央図書館開館5周年記念事業「光のアート・虹がいっぱい」開催
小学生を対象に「読書ノート」配布 第二京阪道路が全線開通

8月 自動車文庫 、ひなぎく1号運休
自動車文庫、池之宮ステーション休止
集中見計らい選書会議の方式を変更

10月 中央図書館開館5周年記念「今中家文書・三浦家文書」文化財指定記念事業
開催
中央図書館開館5周年記念 ボランティア・グループ「ひらりんかたりん」
結成５周年事業開催
「大学図書館等類縁機関への閲覧に関する取扱要領」作成

2011
(㍻23年)

1月 中央図書館開館5周年記念事業 落合恵子氏講演会「絵本は心の処方箋」開
催

茄子作分室開室30周年記念行事で人形劇開催
図書館ホームページを枚方市ホームページ内に移設

4月 枚方市に避難中の東日本大震災被災者への貸出サービス開始
枚方市立図書館第２次グランドビジョン策定
～9月4日　子ども夢基金事業「奏でる絵本、語る音」開催（全分室）

9月 中央図書館コンピュータサーバ・端末の入れ替え
分室を除く全館にBDS（ブックディテクションシステム）設置

中央図書館、ワークショップ「スズキコージさんとお面をつくってパレー
ドしよう！」開催

インターネット予約時のWEBデザイン改訂およびカート方式・セット予約の
実施

中央図書館に自動貸出機増設
11月 自動車文庫、「 ひなぎく1号」車を東日本大震災被災地（岩手県）のボラ

ンティア団体に寄贈
12月 枚方市立図書館条例施行規則の全部改正
3月 「枚方市立図書館蔵書計画」策定

　

4月 園田一博館長着任 市制施行65周年

図書館を社会教育部が所管する教育機関として改編、市史編さんに関する
事務は文化財課へ移管

中央図書館2階子供のフロア、平日の開館時間を延長（月～木曜日9:30～
19:00）

牧野駅前広場がオープン

村野分室、サプリ村野の耐震補強・リニューアル工事のため休室

2010
(㍻22年)

2012
(㍻24年)

東日本大震災
（枚方市支援本部・災害復興支援基金を
設置）

2008
(㍻20年) 韓国の霊岩郡（よんあんぐん）と友好都

市提携
新火葬場「やすらぎの社」がオープン

穂谷地区が「日本の里100選」に選ばれる

全市立小・中学校にエアコン・校内ＬＡ
Ｎ整備

3月

6月

8月

7月

10月

12月

3月

7月

9月

12月

2月

4月

10月
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自動車文庫、フランスハイツステーションの停車場所を移動し、杉山手ス
テーションに名称変更

健康医療都市ひらかたコンソーシアム設
立

牧野図書館、空調設備工事のため臨時休館
5月 長期延滞者に対する貸出制限を開始

第2次枚方市子ども読書活動推進計画策定
中央図書館2階子どものフロア、ティーンズコーナー新設

8月 市駅前サテライト、蔵書点検実施
９月 中央図書館、「バリアフリー絵本展」・「国際おはなし会」等開催
10月 「おすすめの本～中学生編～」作成

2013
(㍻25年)

1月 ～2月15日　楠葉図書館、給排水・バリアフリー工事のため休館（予約資料
の受付・貸出のみ実施）

中央図書館、特別展「枚方名誉市民　森繁久彌さんを偲ぶ」開催

～3月15日　蹉跎図書館、給排水・バリアフリー工事のため休館（予約資料
の受付・貸出のみ実施）

3月 中央図書館、「中学生の調べ学習コンクール」開催
4月 村野分室、サプリ村野の工事終了により再会室
6月 ブックスタートリーフレット「あかちゃんといっしょにはじめてのえほ

ん」改訂

～12月　中央図書館、こども夢基金活用事業「いのちのメッセージ～中高
生の課外授業」開催

宮之阪分室開室30周年記念行事で人形劇開催
8月 中央図書館、絵本作家ミロコマチコ氏によるワークショップ開催（対象：

小学生）

「おすすめの本～高校生編～」作成

中央図書館、4階フロアにもティーンズコーナー設置（以降各分館にも設
置）

中央図書館、やなせたかし追悼イベント実施
中央図書館、「うたと音楽のおはなし会」をロビーにて開催

12月 ～平成26年2月15日　枚方公園分室、空調設備改修のため休室
3月 国立国会図書館と「視覚障害者用データ収集のための覚書」締結 くずはモールがグランドオープン
4月 石村和已館長着任 中核市に移行

5月 自動車文庫、悠々の苑・村野東ステーション廃止（24ステーション）

6月 市内3中学校（枚方第四・長尾・桜丘）に学校図書館司書を配置 枚方市保健所がオープン

自動車文庫、池之宮ステーション廃止　桜丘北小学校ステーション新設
（24ステーション）

7月 図書宅配サービスを開始 市立ひらかた病院が開院

中央図書館、こども夢基金活用事業「ふしぎな花とひかる虫展」開催。現
代美術家椿昇氏によるワークショップ開催(対象:小学3年～6年生）～8月
作品展示

8月 ～9月　藤阪分室・宮之阪分室で午前開室を試行

自動車文庫、枚方ハイツステーションの停車場所を高野道南公園内に移動
し、高野道ステーションに名称変更

「これからの図書館運営に関する、意見聴取会」を3回実施
9月 学校図書館に「団体貸出図書配本事業」を開始

～12月28日　楠葉図書館、空調設備工事のため休館（予約資料の受付・貸
出のみ実施）

中央図書館、国立国会図書館デジタル資料送信サービスの供用を開始

2015
(㍻27年)

1月 ～2月28日　牧野図書館、給排水工事のため休館（予約資料の受付・貸出の
み実施）

「これからの図書館運営に関する、利用者説明会」を2回実施
2月 枚方地域コレクションの「枚方文化地図」「枚方市全図」を保存のため複

製

3月 中央図書館、枚方市平和の日によせてライブラリー・コンサート開催「ふ
しぎな花とひかる虫展」再展示

2014
(㍻26年)

枚方名誉市民森繁久彌生誕100年記念事業
開催

伊加賀スポーツセンターがオープン

10月

11月

2月

7月

６月
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