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〒９２９-１１７３ かほく市遠塚ロ５７-６ かほく市立中央図書館内 第2号

第１回かほく市図書館友の会の集いが、１０月１２日（金）午

後８時３０分から中央図書館２階学習室で開催されました。

この集いは、中央図書館主催の「かほく市市民読書の

日」事業として『第１回特別朗読講演会』（唯川恵作『帰郷』、

大橋のり子さん朗読）が友の会の協力で開かれたのを機

会に実施したものです。

夜遅い時間帯にもかかわらず会員１７名に参加していた

だき、越野代表のあいさつ、自己紹介、活動報告のあと、

本・図書館・友の会の取り組みなどについて、和やかに語ら

いました。今後の活動に活かしていきます。

「友の会の集い」開催

平成２４年度 かほく市図書館友の会

図書館見学会 参加者募集!!

“先進図書館にまなぼう”

日 時日 時日 時日 時

見 学 先見 学 先見 学 先見 学 先

募集人数募集人数募集人数募集人数

参 加 費参 加 費参 加 費参 加 費

交 通交 通交 通交 通

日 程日 程日 程日 程

申込方法申込方法申込方法申込方法

申 込 先申 込 先申 込 先申 込 先

平成 24 年 12 月 13 日（木）9：00～16：10

金沢市立玉川図書館・玉川こども図書館

金沢海みらい図書館

20 名

昼食代（1500 円程度、各自負担）

かほく市マイクロバス

9：00 中央図書館前に集合

9：10 マイクロバスで出発

10：00～11：30 金沢市立玉川図書館・玉川こども図書館見学

12：00～13：30 昼食（金沢市内）

14：00～15：30 金沢海みらい図書館見学

16：10 中央図書館帰着・解散

12 月 6 日（木）までにお申し込みください。予定の募集人数に達した時点で締め

切らせていただきます。お早めにお申し込みください。

下記のいずれかにお申し込みください。

越野正勝（友の会代表） ０９００９００９００９０----１３９６１３９６１３９６１３９６----０２５１０２５１０２５１０２５１

星名葉子（友の会副代表） ０９００９００９００９０----２０３５２０３５２０３５２０３５----１２２０１２２０１２２０１２２０

はじめての友の会の集いで少し緊張気味？

「世界で最も美しい公共図書館ベスト 25」に

選ばれた金沢海みらい図書館

第１
回
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図書館まつり図書館まつり 参加報告参加報告
第９回 かほく市生涯学習フェスティバル

１１月３日（土）、中央図書館 2階の交流ラウンジにて「図

書館友の会カフェ」を開催しました。開催時間は午後１時３

０分から３時３０分までの２時間で、コーヒーとクッキーのセ

ット（２００円）を５０セット限定で販売しました。

和気あいあいとした雰囲気の中、スタッフみんなで協力

してオープンの準備を進めました。各テーブルには、カフ

ェらしく卓上花を飾り、砂糖とミルクをセットしました。

オープン直後は、慣れない作業にあたふたしましたが、

時間と共にスムーズに対応できるようになりました。視聴

覚講義室での講演会終了後に立ち寄ってくれたお客様が

多く、ひととき賑やかなカフェになったような光景を見て、

とても嬉しくなりました。

「金澤ちとせ珈琲」のコーヒー豆を使用したコーヒーは、

スタッフの皆さんにも「おいしい！」と大好評。完売には至

りませんでしたが、４３枚のコーヒーチケットを販売するこ

とができました。

図書館友の会カフェ終了後の簡単な反省会では、スタッ

フの皆さんから次のような意見が出されました。

・ 親子連れの方を考慮して、子供用の飲み物（ジュースな

ど）があったらよかった。

・ お客様から裏方の様子が見えないように、目隠し用の

ついたてなどがあったらよかった。

・ 友の会の存在をより多くの方に知ってもらうため、クッ

キーの袋に友の会宣伝用のシールを貼ったらどうか。

■図書館友の会カフェ

「図書館まつり」の機会に”図書館友の会”を多くの市民

のみなさんに知っていただきたいと、『かほく市図書館友

の会活動報告』と題して、友の会の行事写真（説明付き）を

掲示しました。古本市会場の図書館２階・視聴覚講義室前

の掲示板に、新図書館オープン時の会員募集、６月３日の

創立総会、古本朝市、第１回友の会の集い、『友の会だより』

創刊号など１０件の行事等を紹介しました。図書館まつりの

期間に、２人の方が入会されました。ありがとうございまし

た。

■活動報告掲示

コーヒーを味わいながら歓談されるお客様

・ 図書館まつり以外の機会にも開催できたらいいと思う。

多くの方にご利用いただけるよう、次回開催時の課題

としたいと思います。

活動報告の掲示風景

提供したコーヒー＆クッキーセット

11/3～11/4
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友の会

毎朝歩いて２０分くらいの所の交差点で、子どもたち

の通学時に見守りをしています。４０人ぐらいが「おはよ

う」と声を掛け合いながら、元気に登校していきます。

「おじさん、今日は運動会の練習があるよ!!」「新しい傘

を買ってもらったけど、柄のところのビニールを取って

もいいかなあ？」と言いながら、信号待ちの少しの間に

一緒にビニールをはがしてあげたりと、毎日が新しい発

見の連続です。

朝の７時過ぎの約５０分の間に、３００台近い車が通り

ます。運転している人と目が合うと、大半の人たちと目

礼を交わします。タバコを吸いながら携帯電話をかけた

り、黄色信号なのにスピードを上げたりする若者もいま

す。私の顔を見て「しまった！」と思うのか、翌日からは

それをしなくなったような気がします。

私は、朝のすがすがしいひととき、子どもたちの安全

と運転手さんたちとのコミュニケーションができて喜ん

でいます。帰り道、今時のサクラモミジ、

道端の名も知らない野菊、コス

モス、ツワブキ、エノコロ草など

を見ながら、一人微笑んでいま

す。

（Ｍ.Ｓ）

あいさつ

談話室

図書館友図書館友図書館友図書館友のののの会協力事業会協力事業会協力事業会協力事業
かほく市立中央図書館は、毎月２３日を「かほく市民読

書の日」と制定して各種事業を行い、“読書のまちづくり”

を進めています。友の会は、積極的にこれらの事業に協力

しています。

第１回目の事業として、１０月１２日（金）午後７時３０分から、

「特別朗読公演～石川県ゆかりの作家の作品にふれてみ

ましょう～」が中央図書館で開催されました。

朗読された作品は、唯川恵作「愛に似たもの」（集英社

刊）から「帰郷」を大橋のり子さん（フリーアナウンサー）が

唐木正広さんのギター演奏で朗読され、友の会会員をは

じめ多くの聴衆を魅了しました。

特別朗読公演特別朗読公演特別朗読公演特別朗読公演

語りとギターに聞き入る市民のみなさん

古本朝市を開催
第５回目を迎えた古本朝市は、１０月２４日（日）午前１０時

から１２時まで、中央図書館２階展示コーナーで開催されま

した。本好きの常連の方や初めての方を含め、多くの市民

が会場を訪れにぎわいました。

今回は、絵本や人気作家の読み物などを中心に、約１６０

０冊が出されました。どれでも１冊５０円ということで、お目

当ての本を見つけた来場者は、よろこびの声を上げてお

られました。

この日は、友の会会員７名が運営に当たり、３７０冊（１８，５

００円）が売れました。なお、売上金は東日本大震災義援金

と友の会運営費とさせていただきます。
熱心に本を選ぶ来場者のみなさん

友の会

第第第第5555 回回回回
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「

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

１０月以降の活動日は、以下の予定です。

第１・３（火）

第２・４（火）

14141414：：：：30303030～～～～16161616：：：：00000000

10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030

頼もしい助っ人の方々のご協力を得て、第２号も無事発行することができました。

友の会の活動も、古本朝市、図書館応援ボランティア、友の会の集い、友の会カフェ、朗読会といよいよ活気づい

てきました。これも皆様の応援があればこそ、ありがたいことです。無理せず、あせらず、末永く継続していきたいも

のですね。

会員数も１００名を超え、楽しくお手伝いできる会になることを願っています。それから貸し出しバックの数も、架谷

さんのご協力で、これも１００袋を越えました。なにごとも、協力なしでは進むことができないとつくづく思いました。

できるときに、できることですね。鈴木さん、坂部さん、飯田さんに心より感謝いたします。 （会報担当 笠嶋）

編 集 後 記

古古
本本本

朝朝朝市
市

50円
１冊

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

友の会活動予定日友の会活動予定日12月・1月・2月・3月

第 ７回

第 ８回

第 ９回

第１０回

１２月１６日(日)

１１月２０日(日)

１２月２４日(日)

１３月２４日(日)

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

【会【会【会【会 場】場】場】場】

【作業内容】【作業内容】【作業内容】【作業内容】

かほく市立中央図書館 展示コーナー（２階）

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】

前日前日前日前日 14141414：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000

古本入りダンボール箱を、旧七塚庁舎から中央図書館に搬入します。

当日当日当日当日 9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030

準 備：古本入りダンボール箱を会場に並べ、会計用の机を準備します。

会 計：購入された古本に除籍印を押し、リサイクルシールを貼ります。

片付け：残った本を１階に運びます。

ボランティアエプロンを着けて、本の書架整理、汚れ落とし、修理などを行います。【作業内容】【作業内容】【作業内容】【作業内容】

【開催日時】【開催日時】【開催日時】【開催日時】

１２月１４日(火)・１２月１８日(火)

１１月２９日(火)

１２月１５日(火)・１２月１９日(火)

１３月１５日(火)・１３月１９日(火)

できることを できる人が できるときに
～無理なく、仲良く、楽しんで！～

１２月１１日(火)

１１月２８日(火)・１１月２２日(火)

１２月２６日(火)

１３月１２日(火)・１３月２６日(火)

■第１・３・５週 14:30～16:00 ■第２・４週 10:00～11:30


