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平成25年度 かほく市図書館友の会

図書館見学会 参加者募集!!

☆七尾駅前ミナ．クルの中にある七尾市立中央図書館訪問

☆七尾市立図書館友の会との交流

☆石川県七尾美術館：長谷川等伯展（大徳寺と等伯を中心に）

かほく市図書館
友友のの会会だよだよりり

発行日 2013年 7 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内 第4号
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七尾市立中央図書館・石川県七尾美術館・一本杉通り

20名

昼食代（1500 円）と美術館観覧料（20 名なら 700 円、19名以下の場合は 800 円）

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 七尾市立中央図書館の見学・友の会との交流

12：00～13：30 昼食：イル・ピアット・ハタダ（イタリアン）予定

13：40～15：00 石川県七尾美術館見学

15：05～15：30 一本杉通り

16：30 中央図書館帰着・解散

☆現在の予定です。詳細について変更がある場合は、申し込み者に連絡いたします。

８月１７日８月１７日８月１７日８月１７日（（（（土土土土））））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。

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

すでに、はがきでのご案内がお手元に届いているこ

とと思います。

気軽に会員同士が交流する「友の会の集い」、1 回

目は手探り状態でテーマなし、2 回目はいくつかの図

書館探訪の報告を聞きながらの会でした。

第3回目は「おすすめの本おすすめの本おすすめの本おすすめの本」をテーマにしてみます。

もしみなさんの「おすすめの本おすすめの本おすすめの本おすすめの本」がお手元にあれば

それを持って来て、なければ手ぶらで構いません。

「おすすめの本おすすめの本おすすめの本おすすめの本」について語っていただければそれも

よし、表紙を見せていただくだけでもよし…。みなさ

んの話を聞くだけでもよし…。

まだ返信してなかった方はもちろん「出席」にして

ご投函ください。「欠席」と出してしまった方も、で

きれば考え直してご参加ください。

第3回
友の会の集い

おすすめの

この一冊

平成 25年 8月 4日(日) 14：00～15：30

かほく市立中央図書館 2Ｆ研修室
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友の会は、６月２３日（日）開催の古本朝市と同時

に、ご家庭で不用になった本で、まだ役に立ちそうな

本の寄付を呼びかけました。会場にリサイクル本入れ

の箱を設置し、２５６冊が寄付されました。本を寄付

していただいた皆様、ありがとうございました。

リサイクル本は、今後の古本朝市で販売し、東日本

大震災義援金や友の会の運営費とさせていただきます。

リサイクル本入れの箱は、8月25日（日）市民読書

の日から常設の予定です。

■参加者の声

第2回 図書館友の会

5 月 26 日（日）、中央図書館において、「第 2 回

かほく市図書館友の会 総会」が開催され、29人が参

加しました。竹内久美子さんを議長に選出し、平成 24

年度の事業、会計決算、会計監査の報告、平成25年度

の事業計画、予算、役員担当について審議し承認され

ました。会員から会報の配布、義援金、リサイクル本

寄付などについての意見や質問があり、予定時間をこ

える活発な協議がなされました。

来賓の遠田敏博市教育長の祝辞、油井大典市生涯学

習課主事のスライドによる記念講演「かほく市の文化

財あれこれ」、かほくおはなしボランティア“やまん

ば”の長山康子さんの語り「穂にいでずつっぱらめ」

がありました。

総会開かれる総会開かれる

総会風景

遠田敏博かほく市教育長の祝辞

青地 桂子さん

去年の創立総会より、雰囲気がよくリラックスでき

ました。第 2回なので、1年間の友の会活動を通して、

顔見知りもでき、会員相互、役員さんのチームワーク

もよくなっているのが伝わってきました。部屋の広さ

も、お茶があったのもよかったですよ。

油井さんの記念講演は、目で見ながら解説を聞けて、

かほく市の歴史を再発見できました。このように市の

職員さんや、やまんばさんの語りや（“第 2回 友の会

の集い”のときの星名さんのニュージーランドの旅の

話も）地域の身近な人から話を聞くというのは、とて

も新鮮な感じで、感動もありました。かほく市図書館

友の会ならではの、いい会でした。

荒山 亜紀さん

記念講演の内容が興味深かったです。文化財見学会

などの企画があれば、参加したいと思いました。

少しでも、図書館友の会のみなさんとご一緒する機

会を持ちたいです。

設置されたリサイクル本入れの箱

第1回 リサイクル本収集

寄付用ボックス設置

～友の会２年目のスタート～



かほく市図書館友の会だより 第4号 2013年 7月 25日発行

3333

「おはようございます！」「よろしくお願いしま

す！」宇ノ気小学校 3 年生の元気なあいさつで、今

日も始まりました。今年度は、かほく市の全小学校

3 年生がこの図書館で、国語科「本は友だち」の学

習をしています。図書館における様々な工夫を自分

たちで見つけることで、読みたい本に出会う手助け

にしようというものです。「本は50音順に並べてあ

ります。」「読み物は作者ごとに並べてありま

す。」「本を探すときは、コンピュータで検索しま

す。」「おすすめのコーナーがあって季節の本や課

題図書が置いてあります。」「人気の本はシリーズ

ごとに並んでいます。」「ぼくは怪傑ゾロリのシリ

ーズが好きだよ。」「本棚と本棚の間は歩きやすい

ようにスペースをとってあります。」などと、中に

は私たちの気づかない目線での気づきもあって感心

させられます。「また来るね。」子どもたちは、読

みたい本を 1 冊選んで、満足した顔で帰っていきま

した。

午後には、外日角小学校 3 年生からお礼のメッセ

ージが届きました。「種類ごとに並べてあるから、

この本棚にくればいいんだと分かり見つけやすい。

『また、来よう』『次、この本を借りよう』という

気持ちになります。」「ふだん入れない児童書庫に

入れてうれしかった。」「本の種類がほとんどそろ

っていてすごいです。」

「図書館友の会」の皆様には、今日も整理ボラン

ティアとして、返却された多くの本を棚に戻してい

ただきました。細かな分類なのでご苦労も多いかと

思いますが、一度に多くの本を配架していただいて

おります。本当にありがとうございます。今年度、

図書館は開館 2年目になります。市民の皆様がます

ます図書館に集っていただけるよう、友の会の皆様

に支えられながら努めてまいりたいと思います。

「また来ます。」「次、この本借りるよ。」という

言葉を励みにしながら。

友
の
会

中央図書館長 赤井 恭子

談話室友
の
会

友の会の集いを開催

3月24日（日）14時45分から、第2回かほく市

図書館友の会の集いが中央図書館 2 階交流ラウンジに

て、会員 25名参加のもと開催されました。

代表あいさつのあと、プロジェクターで写真を見な

がら「ニュージーランドの図書館を訪ねて」、第 1 回

図書館見学会（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）の報告があり、そのあと友

の会や図書館などについての協議がなされました。

星名副代表による「ニュージーランドの図書館を訪

ねて」では、ニュージーランドで訪れた、クイーンズ

タウン図書館、アロータウン図書館、ウェリントン中

央図書館、オークランド・デボンポート図書館で見た

こと、感じたことについての報告がありました。

ニュージーランドの図書館では、貸し出し期間が 3

～4週間と長かったり、ベストセラーや新刊、DVDな

どの貸し出しが有料であったりと、日本の図書館と異

なるシステムがあるとのことでした。

友の会の集い最後の会員同士の協議では、会員のあ

り方について、以下のような意見がありました。

・会員になることで友の会を支える

・図書館に足を運ぶことも大切

・会員同士でもっと声をかけあいたい etc.

厳しい意見もありましたが、お菓子やコーヒーを味

わいながら和やかな雰囲気で会が進められました。

友の会の集い風景

第2回

「ニュージーランドの図書館を訪ねて」報告風景
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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

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

10月 27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】

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】

08月 06日(火)、08月 20日(火)

09月 03日(火)

10月 01日(火)、10月 29日(火)

11月 19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

08月 13日(火)、08月 27日(火)

09月 10日(火)

10月 08日(火)、10月 22日(火)

11月 12日(火)、11月 26日(火)

リサイクル本収集リサイクル本収集リサイクル本収集リサイクル本収集リサイクル本収集リサイクル本収集リサイクル本収集リサイクル本収集

【開催日時】【開催日時】【開催日時】【開催日時】

【会【会【会【会 場】場】場】場】

8月 25日(日) 10:00～12:00

かほく市立中央図書館 カウンター横（1階）

平成25年8月24日(土) 13：30～／中央図書館 ボランティアルーム（1 階）

集え！紙芝居仲間

わ～い！

紙芝居だよ～!!

友の会会員へのアンケートで、興味のあること「紙

芝居」に○を付けられた方が10人以上いらっしゃいま

した。みなさんがどのような活動を希望されているの

か（子どもたちに紙芝居をして見せたい、自分たちで

楽しみたい、講師の指導を受けて練習したい、紙芝居

を作りたい、etc）それぞれの思いを持ち寄って、一度

集まってみませんか？

友の会の愉快な紙芝居仲間をめざして、まずは、ゼ

ロからの第一歩を踏み出しましょう！ご都合のよいみ

なさんのご参加をお待ちしています。この日は都合が

悪くても「紙芝居」に関心をお持ちのみなさん、どう

ぞ、ご連絡ください。

●呼びかけ人（連絡先）

ゆ た に

油谷美奈 TEL076-283-5722

ご家庭で眠っている本を

寄付してください！

5月26日（日）友の会総会も終わり、新しい年度へ入ることができ、うれしく思います。会員も現在114

名と、早くも前年度をこえました。古本朝市、本の書架整理、汚れ落とし、図書館見学、友の会の集い、

友の会カフェ、会報発行と、ボランティアなしでは前に進むことができません。第4号もボランティアの方々

の絶大なるご協力で無事に発行することができ、本当にありがとうございました。

8月には友の会の集いが開催されます。“おすすめのこの一冊”というテーマで皆様が読まれて心に残った

「おすすめの本」を取り上げ、楽しくお話ししようではありませんか。

本年度もご協力のほど、お願い申し上げます。 （T.K）

やってみたいと思う方はボランティア

ルームまでおこしください。


