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平成26年度 かほく市図書館友の会

図書館見学会 参加者募集!!

☆小松市「空とこども絵本館」訪問

☆宮本三郎美術館・本陣記念美術館見学

「宮本三郎のフローラルな世界」「生誕 120 年武井武雄の世界」開催中

☆こまつ町屋文庫見学（カフェや本の交換所があります！）

かほく市図書館
友友のの会会だよだよりり

発行日 2014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7号
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小松市立空とこども絵本館、宮本三郎美術館・本陣記念美術館、こまつ町屋文庫等

23名

昼食代と美術館観覧料 2,000 円程度

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

10：30～11：30 空とこども絵本館の見学

11：30～12：30 美術館見学（宮本三郎美術館・本陣記念美術館）

12：45～14：15 昼食：町屋カフェ「安穏（あんのん）」

14：30～15：30 こまつ町屋文庫、滝本茣蓙（ござ）店など見学

16：45 中央図書館帰着・解散

☆現在の予定です。大きく変更がある場合は、申し込み者に連絡いたします。

できるだけ早く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。

河内 真弓（友の会副代表） ０９００９００９００９０----８０９１８０９１８０９１８０９１----０８０８０８０８０８０８０８０８

すでに、ご案内のはがきがお手元に届いていること

と思います。今回は 2部形式で行います。

☆１部では、星名代表がアメリカのグランドサークル

（パウエル湖を中心とした円の中にあるエリア）の旅

行中に立ち寄った「ペイジ市立図書館」について、ス

ライドを交えて紹介します。いくつかの国立公園・そ

の他の公園についてもお話しします。

☆2 部では、互いの読書記録の仕方・方法について語

り合いましょう。図書館から配布の読書日記に限らず、

みなさん独自の記録でも構いません。

もしみなさんの「読書日記・記録」があれば、それ

を示しながらお話しください。なければ手ぶらで構い

ません。いろんな読書の足跡の残し方について交流し

ましょう。どんどん語っていただくのもいいし、じっ

くり話を聞いていたい…も歓迎します。時間が足りな

ければ、第 6回友の会の集いで継続してもいいのでは

ないでしょうか。

みんなで楽しい 1時間 30分にしましょう！

第5回友の会の集い

平成26年8月10日(日)

14：00～15：30

かほく市立中央図書館 2Ｆ研修室

①グランドサークルの旅から 〜ペイジ市⽴図書館〜（紹介）
②読書⽇記とわたし（交流）
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■参加者の声

第3回 図書館友の会

６月１日（日）かほく市中央図書館において、第３

回かほく市図書館友の会総会が開催され、３６人が参

加しました。

来賓の遠田敏博教育長のご挨拶のあと、今城そのみ

さんを議長に選出し、平成２５年度事業報告及び決算、

規約改正、平成２６年度役員について及び事業計画、

予算を協議し、承認されました。会員から会計の通信

費が会費の半分以上を占めていることから、削減をと

提案されました。そのためにまず、今後の会報の発送

は１世帯に複数の会員がいる場合でも、１通だけ送付

することとしました。

議事終了後、かほく市観光ボランティアガイド「夢

案内スマイル」の寺口学さんをお招きして、「かほく

の先人たち」と題した講演を聞きました。かほく市で

一番古い遺跡、上山田貝塚と縄文の人々の暮らし、現

存する地名なども出てきて、わかりやすくおもしろく、

みなさん引き込まれて聞いていました。

その後の語りでは、かほくおはなしボランティア

「やまんば」の大本さんの「きつねのおきゃくさま」

を聞きました。

じーんとしてほろり・・・とてもいいお話でした。

大人になってもお話を聞くことは心に暖かい灯がとも

ったようでうれしいですね。最後に蝋燭を吹き消しお

しまい。となりました。来年もぜひ、聞きたいですね。

総会開かれる総会開かれる

夢案内スマイル 寺口さん

杉本 静子さん

私は昔から本が大好きでした。子どもの頃は戦時中で

本がなく、貸してもらって、また、順番をついてでも、

本を読むくらい好きでした。

現在は目の手術をして読書があまり出来なくなり残

念ですが、本を好きな気持ちには変わりはありません。

総会に出席しまして、これから少し皆さんにまぜてもら

いたいなという気持ちになっています。

さる4月26日、新会員さんも参加して今年度がスタ

ート！月 1 回のペースで、都合のよい会員さんがそれ

ぞれに自分の選んだ紙芝居を持ち寄り、ジャンケンポ

ンで順番決めをして、読みあっています。楽しいです

よ！

一言で紙芝居といっても、その種類、数の多さに驚

いたり、今まで仕事柄読み手だったが、読んでもらっ

て改めて、子どもの心をとらえる紙芝居の魅力を感じ

たという声もあります。

～新体制で３年目のスタート～

作品や読み手の個性で無限に表現方法があるし、み

なさん不思議なほど、声や話し方にあった作品を選ぶ

なと思います。

「すぐ、グループ活動にいかせる」「地元の民話を

知り、場所や歴史にまで興味がわいた」「もっと仲間

が増える企画を考えよう」など、紙芝居の面白さに加

え、いろいろと新鮮な発見や深まりのある例会です。

あなたの参加をお待ちしています。

やまんば 大本さん

語りの最後に蝋燭を吹き消します

部長 油谷 美奈

「かほく紙しばいの会」楽しみ無限大！

次回：8月30日(土)１０：００～ 中央図書館 ボランティアルーム（予定）

遠田教育長の祝辞を聞く参加者
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6月22日（日）、第14回目の古本朝市が開催され

ました。市立図書館の除籍本と、前回から加わった市

民の皆さんから提供されたリサイクル本を合わせて、

単行本・新書・文庫本・漫画など、ダンボール約90箱

が会場に並べられました。

単行本や絵本はいつもどおり1冊50円ですが、新書

本や文庫本は2冊50円とお買い得！前回に引き続きリ

サイクル本が好評で、お買い上げいただいたうちの 8

割を占めました。

リサイクル本は、中央図書館の階段下にリサイクル

本入れを設置して、常時受け付けております。読まな

くなった本がありましたら、ぜひリサイクルにご協力

ください。

平成16年3月に、三町が合併してかほく市が誕生

してから10年たちました。合併前、国道沿いなどに、

宇ノ気町では「哲学とハイテクの町」、七塚町では

「天体望遠鏡のある町」、高松町では「ぶどうと美

人の町」などそれぞれの町をアピールする看板が立

てられているのを見た記憶があります。

新装オープンして３年目の市立中央図書館の標語

として「天体望遠鏡のある市立図書館」「夕日最高

海辺の図書館」などというのはどうでしょうか。

そういえば、旧宇ノ気図書館では西田幾多郎をは

じめ東西の哲学書と外国絵本を重点的に集め、旧七

塚図書館では「星と宇宙の本」と「海の本」を網羅

的に収集し、旧高松図書館では米・欧・亜三大陸横

断飛行の東善作や反戦川柳の鶴彬のコーナーを設け、

それぞれの町と図書館をアピールしていました。現

在の市立中央図書館を旧三館それぞれの特徴を継承

した図書館として、今後さらに魅力を発揮していけ

るのではないかと思います。

友
の
会

魅力ある図書館を「標語」でアピールしよう!!

談話室友
の
会

かほく市図書館友の会顧問 越野 正勝

平成 26年７月 12日撮影

7月10日（木）11時に、かほく市消防本部の方

の指導のもとで、避難訓練が実施されました。ちょ

うど企画部会の最中で、緊急放送や職員の方の指示

に従って、企画部メンバーも訓練に参加しました。

火元は建物 2階の物置という設定です。

図書館の利用者、子育て支援センターの利用者等、

約30人が素早く館外に避難しました。

いざという時のため、日常的にこんな訓練を行う

のは大切なことですね。

古本朝市古本朝市 中央図書館で

避難訓練を体験！

お目当ての本はみつかりましたか？

第１4
回

避難のしかたは◎
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08月 12日(火)、08月 26日(火)

09月 09日(火)

10月 28日(火)

11月 11日(火)

■第１・３・５週 ■第２・４週

【開催日時】【開催日時】【開催日時】【開催日時】

14:00～15:30 10:00～11:30

08月 05日(火)、08月 19日(火)

09月 02日(火)、09月 30日(火)

10月 07日(火)、10月 21日(火)

11月 18日(火)

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】

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

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

友の会活動予定日

配架ボランティアのススメ

毎週火曜日、1 時間半、配架ボランテイア（返され

た本を、本棚へ片付ける）をしています。禅の修行僧

の如く、ただただ返却本を戻すことに集中します。

「なんや分からんけどわたし、ここに来るのが嬉し

いんや。」と話される会員さんがいます。常時 4 人く

らいですが、今年度第 1回目は、なんと 8人集まりま

した。

終了後に交わす書評、エコでユニークな時短料理論、

真摯な人生への手帳活用術など、

前向きなお話に魅了されます。

本という「知」を媒体に集い、「和敬」を味わって

います。

私もやってみたい！という方は、下記の応援ボラン

ティアの活動予定日を参考に、中央図書館までお越し

ください。

（B・ドゥダメル）

★かほく市図書館友の会が発足されて、3年目に突入しました。★お花見の帰りに立ち寄ったときに勢いで友

の会に入会してから、2年以上経過したのだなぁと月日の流れの早さに驚きです。★入会の理由を今思うと、

かほく市立中央図書館として新しい図書館が完成したことが嬉しかったからかもしれません。★明るく清潔な

館内、静かな学習室、飲食可能な交流室など、こんな図書館がかほく市にあったらなと、学生時代に思い描い

ていた図書館ができたのですから、自分ができることで図書館に関わる何かがしたい！と無意識に感じたのだ

と思います。★気負わずのんびりマイペースに、長～くお手伝いできたらいいなと思う 3年目の始まりでした。

★友の会だよりでは、会員皆様の投稿を絶賛募集中です！よろしくお願いいたします。 （いいだ）

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。

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。

ご家庭で眠っている本を

寄付してください！

現在の会員数 115名

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。


