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友友のの会会だよだよりり

第第第第３３３３回回回回

かほく市図書館友の会総会かほく市図書館友の会総会かほく市図書館友の会総会かほく市図書館友の会総会

平成26年6月1日(日)14時予定

※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。

かほく市図書館

発行日 2014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内 第6号

かほく市図書館友の会の 2年目が終わろうとしてい

ます。「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、リサイクル本収集、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月末日で、会員数 116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、リサイ

クル本を寄付してくださったり、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26年度も、友の会会員を継続してくだ

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。

友の会会員継続のお願い平成２６年度

� 受付開始日：3月 25日（火）

� 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中央図書館に友の会入会コーナーを中央図書館に友の会入会コーナーを中央図書館に友の会入会コーナーを

設けます。設けます。設けます。設けます。ご利用ください。
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【申込方法】

2 月 23 日(日)市民読書の日に、市立図書館２階展

示ホールで第13回古本朝市が開かれました。今回は、

市立図書館の除籍本に市民の皆さんから提供された

約 600冊のリサイクル本（ご寄付ありがとう！）を

加えて、約2000冊が会場に並べられました。

リサイクル本は、古本ファンの人たちに大好評！

10時開店から 12時閉店までの 2時間で、過去最高

の615冊をお買い上げいただきました。

後日、越野代表と清水会計担当が市社会福祉協議

会を訪れ、図書館友の会 古本朝市の売上金 30,750

円から 2 万円を東日本大震災義援金として寄付しま

した。ご協力ありがとうございました。

義援金を寄付する越野代表と清水会計担当

第１３
回

リサイクル本

大好評！
古本朝市古本朝市
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おすすおすすめのこのめのこの一冊一冊

4 回目となった「友の会の集い」です。前回「おす

すめのこの一冊」が好評だったので、Part２を企画し

ました。

参加人数は前回よりちょっと少ない17人でしたが、

参加できない方からは前回以上におすすめ本の紹介を

いただき、プリントで参加者にお知らせしました。

前回に引き続き参加の方もいらっしゃって、自己紹

介で口を滑らかにした後、次々にバトンタッチしなが

ら「おすすめの本」を紹介し合いました。

参加者から、「多くの人が話せるテーマで、気軽

だ。」「和やかな雰囲気で、楽しかった。」「若い方

も参加してほしいね。」などの声がありました。

図書館や友の会への意見・質問の時間もとることが

できました。

館長さんから「リクエスト本」や本購入の仕組み等

についての説明があったり、「友の会で友人ができ

た。」（P.３の「談話室」参照）とおっしゃる男性会

員が握手を交わして、温かい空気に包まれたりと、充

実した時間を持つことができました。

《当日紹介しあった本》

・等伯（上・下）・かあちゃん ・知的余生の方法

・利休にたずねよ ・因果の法則

・先祖を千年遡（さかのぼ）る

・本間さまの経済再生の法則（要約のプリント持参）、

・おかげさん ・くじけないで

・人間にとって成熟とはなにか

・旅日記ヨーロッパ二人三脚

・一冊の本をあなたに 3.11 絵本プロジェクトいわて

の物語

・とぶ！夢に向かって～ロンドンパラリンピック陸上

競技代表佐藤真海物語

・鬱病の妻と共に

・なんのためにうまれてきたの ・武士道

・日本政治のウラのウラ ・ほんの少し勇気をあげる

・食堂かたつむり ・星の王子様

・西田幾多郎（漫画）・やなせたかしの本

・ばあちゃんコント 等

語り合う参加者

《井口 武久さん おすすめのこの一冊》

『知的余生の方法』

渡部渡部渡部渡部 昇一（著）新潮新書昇一（著）新潮新書昇一（著）新潮新書昇一（著）新潮新書 ￥￥￥￥756756756756

今年 80 歳となる自分の一番の課題は、終末期まで体

も心も健康に生きたい、ボケずにいたいということです。

今年 1月に渡部昇一と出会いました。

筆者は、34 年前に「知的生活の方法」でベストセラー

になった、現在自分と同年齢の 80 歳の方です。

この本はベストセラーの老年版ともいわれる内容で、

何人かの有名人のエピソードが語られています。自分が

興味深かったのは、パールハーバー攻撃時の南雲中将の

思考状況等でした。

今後の余生が昔の 30 年以上に伸び、その中で年を重

ねても頭脳を明晰にして、独自の発想、知恵、人徳を生

むための７つの生活方式が参考になると思います。

この本を読んでから自分が実践しているのは、中央図

書館からいただいた「読書日記」と「貸し出しカード」

の最大限活用です。自分なりの知的余生を送るために努

力しています。

次の友の会の集いで、紹介したいと思います。

� 読書家はみな長寿、本はいいことずくめ、認知症に

もならない…当日の井口さんの言葉ですが、７つの

生活方式のヒントなのでしょうね。是非読んで確か

めてみてください。

第4回 友の会の集い
Part2

平成 26年 2月 2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

友
の
会

「紙芝居」という言葉を聞くと、小さい時からワク

ワクする自分がいました。

紙芝居との出会いは、幼稚園のとき。当時の幼稚園

の先生が上演してくださった紙芝居がおもしろくて、

キラキラした目で見入っていたことを今でもはっきり

覚えています。

それから何十年も経った今、図書館友の会「紙しば

いの会」の部長から声をかけていただき、紙芝居の楽

しさを再発見している自分がいます。

会は、昨年の 8月 24日から、ほぼ毎月 1回のペー

スで行っており、3 月 16 日で 7 回目となりました。

1人 1人が自分の好きな紙芝居を持ち寄り演じます。

手作り紙芝居の方もいらっしゃいます。演じたあと、

その紙芝居について話し合います。メンバーのみなさ

んは、とてもホメ上手なので、参加して演じたあとは、

達成感はもちろん、あたたかい気持ちになったり、元

気をもらったりで、本当に楽しい会です。

一度、参加してみませんか？見るだけの参加も歓迎

します。

はじまり、はじまり～！

わたしは「かほく市図書館友の会」設立当時から

会員となりました。「友の会の集い」は休みの日に

開催されることが多いので、参加しやすいです。

３回、４回と続いた「友の会の集い おすすめのこ

の一冊」では、本のおもしろさに加え、本を通して

参加者との新しい交友関係が生まれました。その後

も親交を深めるきっかけをもらったことは、喜ばし

い限りです。

友の会は、旧３町の壁や世代を越えて、「本が好

き」という共通点だけで人々が集う異色の会だと思

います。「友の会の集い」はその特色が現れ、とて

も快く感じたので、これをみなさんに広く知ってい

ただきたいです。

これからも参加者が増えることを望んでいます。

松井 俊文さん

友の会で意気投合！友の会で意気投合！友の会で意気投合！友の会で意気投合！

向 節子さん

笑顔いっぱいの笑顔いっぱいの笑顔いっぱいの笑顔いっぱいの紙紙紙紙しばいの会しばいの会しばいの会しばいの会

握手する松井さんと坂部さん

談話室

第 8回

●日時：4月 26日（土）10:00～12：00 ●場所：中央図書館 1階 学校図書館支援室

例会ご案内
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★花の便りを聞く頃となりました。会員の皆様にはお元気でお過ごしのこととお慶び申し上げます。★市立中央

図書館が統合図書館として新装開館したのを契機に、図書館友の会が結成されてから、早や３年目を迎えようとし

ています。★この間、会員の皆様とともに、市民が豊かで文化的な生活を営むために図書館で「まなび」「ひろ

め」「ささえ」「つながる」活動を行い、“図書館応援団”としてより良い図書館について、いっしょに考え、行

動してまいりました。★会報『友の会だより』は、ささやかではありますが、友の会活動の案内や報告、会員の交

流の場として年３回発行し、今回第６号になりました。★「友の会の集い」「古本朝市」「先進図書館見学会」

「図書館応援ボランティア」「友の会カフェ」などの取組みを紹介し、会員からのご意見や投稿も掲載してまいり

ました。★昨年は「リサイクル本寄付受付」を新たに開始し、「紙しばいの会」も立ち上げることができました。

★今後は会員の皆様の関心や興味にあった取組みを増やしていければいいなぁと思っています。★皆様のご提案、

意見、感想、投稿をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 （こしの）

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

6月、11月1日・2日、2月に開催予定

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】

04月 01日(火)、04月 15日(火)

05月 20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

04月 08日(火)、04月 22日(火)

05月 13日(火)、05月 27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

かほく市立中央図書館 階段下のリサイクル本入れで

常時受け付けております。

友の会会員友の会会員友の会会員友の会会員 細川さん細川さん細川さん細川さん 能任さん能任さん能任さん能任さん

「教育功労者」「教育功労者」「教育功労者」「教育功労者」表彰表彰表彰表彰！！！！

去る３月１日の「かほく市制施行10周年記念式典」

にて、会員の方が表彰されました。

民話の読み聞かせ活動を通して児童生徒の豊かな心

の育成に寄与された、かほくおはなしボランティア

「やまんば」代表の細川律子さんと、社会教育委員な

ど各種委員として生涯教育の振興に寄与された、前か

ほく市女性協議会会長の能任まち子さんです。

会として、ともに喜びたいと思います。

ご家庭で眠っている本を寄付してください！

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。

※6月以降の開催日時は、総会で決定します。


