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かほく市図書館
友友のの会会だよだよりり

発行日 2013年 3 月 25 日

発行者 かほく市図書館友の会

〒929-1173 かほく市遠塚ロ 57-6 かほく市立中央図書館 第3号

平成 24年 6月 3日の総会から、歩みを始めた「か

ほく市図書館友の会」。新しく生まれ変わった「かほ

く市立図書館」の応援団として、応援ボランテイアや

古本朝市、図書館見学会、友の会の集い、友の会カフ

ェなどの活動を進めてきました。

3月 17日現在で、会員数 108人となっています。

会員のみなさまには、行事に参加していただいた方

はもちろん、古本朝市に買いに来てくださったり、図

書館へ本を借りに足を運んでくださったり、会費で運

営を支えてくださったり…と様々なスタイルで参加し

ていただきました。「友の会」の運営が少しずつ軌道

に乗ってきたのは、会員みなさまのおかげです。あり

がとうございます。

なにとぞ平成25年度も、友の会会員を継続して下さ

るようお願いいたします。またお友達もお誘いくださ

い。

応援ボランティア（書架整理）の様子

� 受付開始日：3月 24日（日）

� 同封の用紙にご記入の上（継続の場合は住所は必要

ありません）会費を添えて図書館（図書室）カウン

ター（中央・高松・宇ノ気いずれでも）へ。

� 友の会会員を通して申し込むこともできます。

� 以下の日程で、中央図書館に友の会入会コーナーを

設けます。ご利用ください。

3月３０日（土）・3月３１日（日）

４月６日（土）・4月７日（日）

【申込方法】

T.H さん

12月 13日、2つの図書館の見学に行きました。

確かに建物も大きく蔵書も多かったです。

でもそれはそれとして、わたしは、かほく市に

中央図書館が新しく作られたこと、シャトルバス

が運行され、いろいろな催し物がたくさん実施さ

れていることが本当にうれしいのです。楽しく見

たり聞いたり、本を借りたりしています。

また友の会に入って、少し視野が広がったよう

な気がします。いくつかの活動に参加して、旧 3

町の個々の町民ではなく、かほく市民として親近

感を持ち、構えることなく気安く交わることがで

きるようになりました。友達も増えました。

ますますかほく市とかほく市図書館が好きにな

っています。

友の友の友の友の会会会会に入ってに入ってに入ってに入って

ステキなメッセージを

いただきました！

第第第第２２２２回回回回 かほく市図書館かほく市図書館かほく市図書館かほく市図書館

友の会総会友の会総会友の会総会友の会総会

平成 25年 5月 26日(日)予定

※近くになりましたら、往復はがきでご案内します。

是非ご出席ください。

平平平平成成成成22225555年度年度年度年度友の会会員継続のお願い友の会会員継続のお願い友の会会員継続のお願い友の会会員継続のお願い
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———— 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を訪問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を訪問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を訪問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を訪問————

図書館見学会

12月 13日（木）、平成24年度図書館友の会の図

書館見学会を行い、金沢市の 3図書館を訪問しました。

各図書館の施設・サービスを見学し、特徴のある事業

や活動内容を学びました。玉川図書館では普段は見る

ことのできない膨大な本が収蔵された地下書庫も見せ

ていただき、また併設する近世史料館について説明し

てもらいました。

「世界で最も美しい公共図書館 25」

に選ばれた 金沢海みらい図書館

第1回

“先進図書館にまなぼう”

金沢市の西部地域に 2011年 5月に建設されました。

建物内外の斬新なデザインは、資料の充実と自動貸出

システムの導入などとともに先進図書館として注目を

集めています。参加者はゆったりした館内を逍遥し、

知的雰囲気を楽しみました。

大小約 6,000 個の円窓の前で記念撮影

玉川図書館 開架閲覧室

広大な吹抜け空間にびっくり

■参加者の声

M.S さん

玉川図書館、玉川こども図書館を見て、まず公園も

ある敷地の広大さと蔵書の多さにびっくりしました。

次いで、金沢海みらい図書館にまわり、建物の斬新さ

や自動貸し出し機に驚き、係員の親切な対応などを見

て、館内を一周し、大変楽しい一日を過ごすことがで

きました。

友の会の皆さんとも交流ができましたし、これから

もこんな行事があれば是非参加したいと思います。

中田節子さん

以前、県内外の図書館を個人的に見て回りましたが、

金沢海みらい図書館は初めてでした。自動貸し出し機

に興味を持ちましたので、試しに借りたい本を申し出

ましたら、パソコンでの書棚の配架検索から貸し出し

完了まで自力で 3分ほど！

セキュリティにも脱帽でした。

Y.O さん

玉川図書館の別館、金沢市指定保存建造物に指定さ

れた「近世史料館」も見学しました。

加賀藩前田家より「加越能文庫」の寄付を受けた史

料や、古文書の整理、保存など、地道な作業に取り組

み、展示や特別展が随時開催されているそうです。
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友
の
会

かほく市中央図書館では、2 月 17 日に入館者が

10万人を達成いたしました。昨年の4月1日の開館

から10ヶ月半での達成です。これは市民の皆様のご

理解と「図書館友の会」の皆様のご協力、ご支援に

よるものと心から感謝しています。

中央図書館は、開放的な空間でゆったりとした時

間を満喫できる滞在型の図書館として開館しました。

多くの皆様がオレンジ色のソファや陽あたりの良い

白色の椅子でゆったりとした時間を過ごすために図

書館のご利用をお願いいたします。

「図書館友の会」の皆様には図書の整理ボランテ

ィアとして、返却された多くの本を棚へ返却、本の

整理などを行っていただきました。また、古本朝市

では本の入った重いダンボール箱の運搬、フロアへ

の陳列、リサイクルシールを貼っての販売、終了後

の後始末など大変ご苦労をいただきました。おかげ

様で東日本大震災被災地への義援金を社会福祉協議

会へ寄託することができ、大変感謝しています。ま

た、金沢の図書館見学や「友の会の集い」など、研

修や親睦を図るための、すばらしい活動を実施して

いただきました。

平成25年度は開館2年目になりますが、市民の皆

様にますます図書館を利用していただけるように、

図書館として努力をしていきたいと考えていますの

で、「友の会」の皆様のより一層のご協力、ご支援

をお願い申し上げます。

中央図書館長 岡田 正

談話室友
の
会

古文書の閲覧は複写した書かと思いきや、原本その

ものが閲覧できるとのこと。俄然閲覧してみたいとの

衝動にかられるも、私には読んで解読する知識が残念

ながらないので無理でしょうね！

なかなか利用できない金沢市の各図書館を見学する

ことができ、楽しい一日を過ごすことができました。

話がはずむ魚匠庵での昼食会

12月 11日、越野図書館友の会代表と岡田図書館長

がかほく市社会福祉協議会を訪れ、東日本大震災義援

金として、友の会から古本朝市の収益（協力金）から

５万円を、図書館からも11月の図書館まつり古本市の

売上を寄付しました。ご協力ありがとうございました。

D.T さん

カルチャーな体験をさせていただきました。玉川図

書館では、見学者への人の対応と、蔵書のすばらしさ

に感銘を受けました。金沢海みらい図書館では、自然

光だけの光を抑えた雰囲気に趣きがあり、「こういう

のもいいわ」と未来の読書空間を味わってきました。

大本富美江さん

玉川図書館の地下大書庫に案内してもらったとき、

私の趣味で大好きな昔々の映画関係の本が、たくさん

残っているのを大発見！宝の山の部屋だと興奮しまし

た。

次のところでは、なんとその本が書棚に並んでいて、

借りられることが分かったので、今度絶対に借りよう

と思いました。

東日本大震災の義援金寄付の手続き中

東日本大東日本大東日本大東日本大震震震震災被災地災被災地災被災地災被災地へへへへ義援金義援金義援金義援金

古本朝市古本朝市古本朝市古本朝市古本朝市古本朝市古本朝市古本朝市協力協力協力協力協力協力協力協力金金金金金金金金からからからからからからからから

５５５５５５５５万円を寄付万円を寄付万円を寄付万円を寄付万円を寄付万円を寄付万円を寄付万円を寄付
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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

第３号は、会員の皆様に友の会の大イベント“図書館見学会”のご報告をすること、2年目にむけて、友の

会会員募集のご協力を呼びかけることに力を入れました。今回初めて、会員の生の声をお届けすることができ

ました。快くご意見や感想をくださった会員の皆様に、心より感謝しています。会報作りにも、また“無理な

く、仲良く、楽しんで”新しいお仲間が増えたらいいなぁと思います。新年度も会員の皆様の参加、ご協力を

お願いします。ボランティアルームで、わいわいと編集会議を開いています。どうぞ、気軽に声をかけ、お顔

を出してください。お待ちしています。

最後になりましたが、休館中に編集会議を開くにあたり、図書館の皆様に特別なお計らいをいただきました。

お忙しい中、どうもありがとうございました。

【会報部会 第３号編集部員】

越野正勝・星名葉子・鈴木晶子・笠嶋朋子・坂部松生・飯田瑞恵 … お疲れ様でした …

編 集 後 記

応援ボランティア応援ボランティア応援ボランティア応援ボランティア応援ボランティア応援ボランティア応援ボランティア応援ボランティア

3月 31日(日) 10:00～12:00

かほく市立中央図書館 展示コーナー（２階）

【開催日時】【開催日時】【開催日時】【開催日時】

【会【会【会【会 場】場】場】場】

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】※6月以降の開催日時は、総会で決定します。

4月 02日(火)・ 4月 16日(火)

5月 21日(火)

4月 09日(火)・ 4月 23日(火)

5月 14日(火)・ 5月 28日(火)

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

古本朝市古本朝市古本朝市古本朝市古本朝市古本朝市古本朝市古本朝市

友の会活動予定日

「かほく市民読書の日」のイベントとして定期的に行われて

いる古本市です。

今回は1周年記念として 1冊 10円で、2回開催します。

図書館友の会は「図書館の応援団」として、書架の整理や本の汚れ落としなどのボ

ランティアを行っています。結成からこれまでの活動を、パネル展示いたします。こ

の機会に友の会活動をご覧ください。

開開開開館館館館１１１１周年記念行事周年記念行事周年記念行事周年記念行事

●古本朝市

●パネル展

3/24(3/24(3/24(3/24(日日日日))))

31(31(31(31(日日日日))))

＜応援ボランティアに参加した会員の声＞＜応援ボランティアに参加した会員の声＞＜応援ボランティアに参加した会員の声＞＜応援ボランティアに参加した会員の声＞

応援ボランティアの仕事は大好きです。いっしょに出て来られている皆さんも「これはいい。おもしろい。」と言って

いますよ。単調な仕事を黙々とするということは、（小池龍之介の「平常心」という著書の中にもありましたが）禅の人

の修行になる程のことだそうです。人のためではなく、自分のために、心が良い状態になる活動ですね。お誘いした友

人も、同じことを感じられているようでうれしいです。これからも、行けるだけ、続けたいと思っています。

２回
開
催

1冊

10円


