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４月１日、旧七塚図書館を増築・改装して、かほく市立

図書館がオープンしました。

さっそく家族連れなど多くの市民の皆さんが来館し、

広くて明るい開放的な知的空間で、くつろぎながら読

書や調べ物をするなど、新図書館の雰囲気を味わって

いました。

また、貸出カウンターは終日にぎわい、オープン初日

の貸出冊数は２,５４２冊（貸出人数４１２人）を数えました。

オープオープオープオープンンンン
！！！！

図書館友図書館友図書館友図書館友のののの会会会会

現会員数

95名

新中央図書館の内見会が行われたオープン前日の３月３１

日、図書館友の会準備委員会は、サービスカウンター横で会

員募集を開始し、「みんなで、図書館の“応援団”になりません

か？」、「図書館で『まなぶ』『つながる』『ひろめる』『ささえ

る』活動を一緒に行いませんか？」と呼び掛けを行いました。

また、会員募集のチラシを市内全戸に配布し、４月中の入

会者は７０人を超えました。６月３日の友の会創立総会時には

９０人に達しました。市民の皆さんの図書館に対する関心が高

いことが伺えました。

会員が増えることは、それに応じて様々な図書館支援活

動ができるということになります。引き続き会員募集中です。

友人知人の皆さんに、積極的に呼び掛けをしてくださいます

ようお願いします。

入会のお申し込みは、中央図書館サービスカウンターにて

随時受け付けております。

会員募集会員募集会員募集会員募集をををを開始開始開始開始!!!!!!!!

新中央図書館開館日の会員募集風景

新中央図書館前で開館のテープカット
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図書館友の会

図書館友の会

創立総会を開く
６月３日、かほく市中央図書館において、「かほく市図書館

友の会」の創立総会が開催され、会員ら３５人が参加しました。

新図書館の開館に併せて、“図書館の応援団”として「図書

館友の会」を発足しました。図書館行事等への提案や応援ボ

ランティアなど、会の図書館活動への協力を積極的に行う市

民参加型の運営をめざすこととし、総会において、会則、役員、

事業計画、予算が審議・承認されました。

来賓の遠田敏博市教育長の祝辞、久川裕恵前七尾市立図

書館長の記念講演「図書館と共に歩む―七尾市立図書館友

の会４２年を振り返って」、

かほくおはなしボランティア

“やまんば”の鈴木晶子さん

の語り「かほくの昔ばなし

『おまん狐』」がありました。

代 表

副 代 表

事業担当

会報担当

会 計

会計監査

越 野 正 勝

星 名 葉 子

河 内 真 弓 、 小 寺 裕 子

鈴 木 晶 子 、 笠 嶋 朋 子

清 水 充 子

櫻 井 晴 美 、 澤 本 照 子

役員紹介役員紹介役員紹介役員紹介

かほく市図書館友の会かほく市図書館友の会かほく市図書館友の会かほく市図書館友の会 会則会則会則会則

1.（名称）この会の名称は、「かほく市図書館友の会」

とする。

2.（目的）この会は、市民が豊かで文化的な生活をす

るために図書館で、「まなび」「ひろめ」「ささえ」「つ

ながる」活動を行うことを目的とする。

3.（事業）この会の目的を達成するため、図書館と協

働して次の事業を行う。

（1）市民に親しまれ役に立つ図書館活動の提案と協力

（2）図書館利用者との交流・親睦

（3）講演会・学習会・見学会などの開催

（4）広報活動

（5）その他、この会の目的達成に必要と思われる事業

4.（会員）この会の会員は、この会の目的に賛同する

者とする。

5.（役員）この会に次の役員を置き、その任期は 2年

とし、再任を妨げない。

役員の選出は、会員の互選により行う。

（1）代 表 1名

（2）副 代 表 1名

（3）委 員 若干名

（事業担当、会計担当、会報担当）

（4）会計監査 2名

6.（会議）この会は、総会及び役員会によって運営す

る。

（1）総会は、毎年 1回開催する。また、必要な場合は

臨時総会を開くことができる。

（2）役員会は、必要に応じ臨時開催する。

7.（会計）この会は、会費、寄付金、その他の収入に

より運営する。

（1）会費は、年額 1口 500円（2口以上可）とする。

（2）会計年度は、毎年 4月 1日から翌年の 3月 31日

とする。

8.（附則）この会則は、平成 24年 6月 3日より実施す

る。

この会の連絡先は、かほく市立中央図書館（〒

929-1173 かほく市遠塚ロ 57-6 TEL076-285-1377）

とする。

熱気あふれる創立総会

挨拶する越野代表

久川裕恵前七尾市立図書館長
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7 日（火）

21 日（火）

28 日（火）

4日（火）

11 日（火）

18 日（火）

25 日（火）

６月２４日（日）午前１０時から、中央図書館２階の展示コーナ

ーを会場に、「本があなたを呼んでいる！」と銘うって古本

朝市を開催しました（図書館友の会主催/かほく市立中央図

書館共催）。

絵本、児童書をはじめ、一般書を含む約２,０００冊の図書館

除籍本が出品され、お気に入りの本を見つけて親子で喜び

合う姿も見られました。

開場とともに多くの市民の皆さんが次々と来場し、おかげ

さまで、この日の売り上げは１万７,６００円（１冊５０円で３５２

冊）になりました。

なお、売上金は図書館友の会の運営費および東日本大震

災の義援金として使わせていただきます。ありがとうござい

ました。

古本朝市は、毎月１回「かほく市民読書の日」（毎月２３日、

文の日）近くの日曜日に開催します。今後の古本朝市の開催

予定は、４ページをご覧ください。

また、古本朝市の運営に興味・関心がありましたら、ぜひ一

緒にやってみませんか！活動内容は、古本整理、除籍印押印、

リサイクルシール貼りなどです。多くの方々の参加をお待ち

しております。

本をたくさん見つけることができたと、喜びの声が上がって

いました。

第第第第 1111 回回回回 古本朝市を開催!!

応援ボランティア活動

お気に入りの本を探す市民の皆さん

書架整理の応援ボランティア

６月１２日（火）、図書館友の会の応援ボランティア活動とし

て、中央図書館の書架整理を行いました。この日は会員１０名

が参加しました。まず、図書館員から説明を受けたあと、利用

者から返却された約２５０冊の本を書架に戻す作業に初めて

取り組みました。

書架の本は、分類（背ラベルの番号）の順に並べられてい

るため、所定の場所に戻す必要があること、棚板の前面に本

の背中を揃えること、違った分類の本が混ざっていた場合

は正しい場所に並べることなど、実際やってみると思ったよ

り手間暇のかかる作業であることが分かりました。

また、６月２４日、７月１０日にも同様の活動を行い、参加した

応援ボランティアの皆さんからは、作業をしながら興味深い

応援応援応援応援ボランティアボランティアボランティアボランティア活動日活動日活動日活動日

活動時間内の３０分でも１時間でも、都合のいい

時間にご参加ください。

書架整理、本の汚れ落しなど

■■■■活動内容活動内容活動内容活動内容

8 月

9 月

１０月以降の活動日は、以下の予定です。

第１・３（火）

第２・４（火）
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創立総会で「もっと貸出用の袋が多いといい。」という意見があ

りました。その声にすぐ反応してくれたのが、友の会会員の架谷さ

ん。生地も提供され、さっそく写真のような

貸出バッグを作ってくださいました。

現在５０袋ほどで、目標は１００袋とのことです。

図書館を利用される皆さんに、ボランティアの

心をお届けします。

アンケート（はがき）にご回答いただき、ありがとうございました。

アンケート結果は、友の会活動の参加呼びかけ等に使わせていただきます。

友友友友のののの会会員会会員会会員会会員アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの結果結果結果結果についてについてについてについて

■■■■総会への出欠について総会への出欠について総会への出欠について総会への出欠について

出席３６名 欠席３２名 未回答２２名 計９０名

■■■■友の会で興味のあることに友の会で興味のあることに友の会で興味のあることに友の会で興味のあることに○○○○を付けてください（複数回答、無記入可）を付けてください（複数回答、無記入可）を付けてください（複数回答、無記入可）を付けてください（複数回答、無記入可）

図書館を大いに利用（５５）、友の会の集いやイベントに参加（３０）、本修理・汚れ落とし（１８）、読み聞かせ・紙芝居（１６）

書架整理（１５）、古本市の運営参加（１１）、事業の企画運営（９）、友の会会報作成（８）その他（祭り・神社、郷土研究、会員勧誘）

７月２２日(日)

８月１９日(日)

９月２３日(日)

古古 第２回

第３回

第４回

本があなたを呼んでいる本があなたを呼んでいる!!!!
図書館の除籍本を毎回約２,０００冊リサイクルします。

会場：かほく市中央図書館 展示コーナー（２階）

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

【お願い】【お願い】【お願い】【お願い】図書館友の会会員でご都合がつく方は、古本朝市の運営にご協力を

お願いします。

本本本

朝朝朝市
市

50円
１冊

７月１日（氷室の日）、第１回編集会議。越野代表と星名副代表に加え、うれしいことに会員アンケートで会報作成に興味

があると回答してくださった、経験豊かで実力ある精鋭４人、荒山さん、飯田さん、坂部さん、松井さんが参加してくださ

いました。頼もしいメンバーが揃った会報部会のスタートに感謝しています。

創立記念講演で久川裕恵様から聞いた、図書館友の会を長く活発に運営していく以下の極意を思い出しながら、その

後も、和気あいあいと３回の編集会議を経て、創刊号が完成しました。

� 通常的なおしつけでは、続かない。自立した市民、考える市民を増やすべし。

� 公平性を重んじ、市民と行政（図書館）と友の会々員の思いを共通認識し合うべし。

� 役員負担が多くなり息切れしないよう、部会ごとに人材を増やし仕事を細分化すべし。

どうぞ、内容や紙面構成、その他について、ご意見、ご感想をお寄せください。 （会報担当 鈴木＆笠嶋）

たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの貸出貸出貸出貸出バッグをバッグをバッグをバッグを
ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました!!!!

編 集 後 記


