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平成 26年度の会員は、117 名でした。「かほく市

立図書館」の応援団として、応援ボランティアや古本

市、図書館見学会、友の会の集い、紙しばいの会例会

等の活動を展開してきました。

これらの催しの運営や参加だけでなく、図書館へ足

を運んでいただくことも会員の活動になります。

117名の方々、なにとぞお気軽に会員の継続手続き

をお願いします。そして、友人知人をお誘いください。

友の会4年目となる平成27年度、さらにこの会を発展

させていきましょう！「かほく市立図書館」を応援し

ていきましょう！

友友のの会会だよだよりり

第第第第４４４４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27年5月31日(日)13：30予定

継続入会された会員の方には、近くになりましたら、

ご連絡いたします。ぜひご出席ください。

かほく市図書館
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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9号

平成２７年度もかほく市図書館友の会の会員に!

� 受付開始日：3月 25日（水）～

� 同封の用紙にご記入の上、会費を添えて図書館・図

書室カウンターへ。中央・高松・宇ノ気いずれでも。
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� 友の会会員を通して申し込むこともできます。

� 友の会入会コーナーを、中央図書館に設けます。中央図書館に設けます。中央図書館に設けます。中央図書館に設けます。
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【申込方法】

2 月 22 日（日）市民読書の日に、中央図書館 2階

視聴覚室で第 15回古本朝市が開催されました。

市民の皆さまから寄付いただいたリサイクル本、市

立図書館の除籍本などダンボール約140箱が会場に並

べられました。館内ポスター・窓口の声掛け等いつも

に増して図書館の職員の方から力強い協力を得られた

こともあって、初めて「会計前長蛇の列」ができまし

た。11 時には本の追加。ラストまで多くの方の来場

が続きました。一同感謝しております。

今年度開催の古本朝市の売上金から、一部を 3333 月月月月

11111111 日日日日に日本赤十字を通し「東日本大震災の義援金」

として寄付しました。ご協力ありがとうございました。

多くの方が来場してくださいました♪

第１５
回
古本朝市古本朝市

─ 継続の手続きをお願いします ─

本の寄付は「リサイクル本回収ＢＯＸ」「リサイクル本回収ＢＯＸ」「リサイクル本回収ＢＯＸ」「リサイクル本回収ＢＯＸ」で

随時回収。（中央図書館 玄関の階段下）

学校司書と連携し、宇ノ気中・外日角小 等の各図

書館へ「リサイクル本の寄付」をしました。今後も

この活動を広げられるよう、リサイクル本の回収に

ご協力ください。
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2月 1日（日）、第 6回「友の会の集い」を開催し

ました。参加人数は、これまでで一番多い32名！たく

さんの会員の皆さまにご参加いただきました。

今回も、前回と同じく 2部形式で行いました。

1 部では、杉本静子さんから「開運！なんでも鑑定

団」に鑑定依頼品として出品された「アイヌ絵図屏

風」についてお話しいただきました。

テレビをご覧になった方はご存知の通り、出品され

た屏風の鑑定結果は高額なものでした。絵の中に松前

藩の家紋が描かれていることから、アイヌ絵図屏風の

中でも貴重なものだそうです。また、アイヌ語で「飛

び出た」という意味を持つ「ノット」という言葉が

「能登」の語源であることなど、興味深いお話を聞く

ことができました。

テレビ出演の裏話として、出演依頼時に面白いエピ

ソードを求められたことから、歌を披露することにな

ったこと、屏風を会場に搬入したときは軽トラックだ

ったのに、搬出時は違う車だったことを、高額鑑定だ

ったからだと勘違いされそうになったことなど、思わ

ず笑ってしまう楽しいお話も聞くことができました。

最後に長野ヒデ子さん作の「おかあさんがおかあさ

んになった日」の読み聞かせを聞かせていただいたの

ですが、小村司書の優しい声と、ほのぼのとした絵に

癒されて、思わずウルウル。和やかな雰囲気の中、集

いを締めくくっていただきました。

今回、今後の友の会の集いに活かすためにアンケー

トを実施しました。ほとんどの方から内容について良

かったという回答をいただきました。また、これまで

友の会の集いに参加した回数では、参加者のうち 3 分

の 2の方が 3回以上参加されているということも分か

りました。会員のみなさんに楽しみにしてもらえる集

いになるよう、今後も努力していきたいと思います。

今回の内容について寄せられたコメントの一部をご

紹介します。

「アイヌ絵図屏風」のおはなし
• 個人のことであれ、自分の町の歴史を語ること、

記録を残すことは大切だ。

• アイヌについて勉強してみたい。

• 絵の歴史まで分かってよかった。

ブックトークとかほく市⽴中央図書館の今
• 図書館の流れや実状が分かり、よかった。

• 小村氏の本を愛する気持ちが伝わった。

• 絵本を取り上げてくれてよかった。「絵本は人生

に三度」。今、三度目の絵本人生を楽しんでいる。

友の会の集いについて
• また聞きたい。楽しかった。良かった。面白かっ

た。ためになった。和やかな会だった。

• 前半、お茶タイム、後半、いろいろな角度から楽

しい企画だった。

• お二人ともユーモアがあってよかった。

• 心のこもった手作り感満載の集い。たくさんの準

備、ありがとう。

• 役員は大変だろうが、また楽しい集いを企画して

ほしい。楽しみにしている。

次回も楽しい会を企画します！お楽しみに！次回も楽しい会を企画します！お楽しみに！次回も楽しい会を企画します！お楽しみに！次回も楽しい会を企画します！お楽しみに！

第6回

友の会の集い友の会の集い

①「アイヌ絵図屏風」のおはなし

②小村司書のブックトークとかほく市立中央図書館の今

2 部では、かほく市立中央図書館の小村司書から、

読書を楽しむアドバイス、司書の仕事の内容、かほく

市中央図書館の利用者状況、検索システムの活用方法

などをお話いただきました。

読書の鉄則として紹介された「“最初に良書あり

き”ではありません。下手な鉄砲、数撃ちゃあたる。」

という言葉には、うなずくばかり。先入観を持たずに

いろいろなジャンルの本を読んでみようと思いました。

カウンター横にある検索システムでは、検索だけで

なく貸し出しランキングを参照することもできるそう

です。本を借りるときの参考になりそうですね。

杉本静子さん

小村司書

コーヒーと

会員の手作りケーキで

おもてなし♪
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友
の
会

友
の
会

友の会の集い風景

私どもが、幼い孫たちがいる「かほく市」に引っ

越してきたのは 4年ほど前の正月のことでした。

一日も早く地元になじめるようにと、折から募集

中の中央図書館の友の会に入会しました。最近は図

書館に通い、毎月10冊くらいの本を読んでいます。

配架整理のお手伝いもしています。友の会の集いに

も、総会にもすすんで参加させていただいて、友達

もできた時点で、孫たちの成長を見て故郷に戻るこ

とになりました。誠に残念ですが、お別れすること

になりました。

最後になりますが、友の会のますますのご発展と

ご活躍を祈念いたしております。

坂部 松生さん

何のお役にもなれなくて何のお役にもなれなくて何のお役にもなれなくて何のお役にもなれなくて

坂部さん直筆の書

談話室

■参加者の声

友の会の集いに参加して友の会の集いに参加して友の会の集いに参加して友の会の集いに参加して

山岸さん

なんでも鑑定団に出品され話題の、上田名杉本家の屏

風についてのお話。懐かしい旧金津村の方言も交え、ユ

ーモアたっぷりに杉本先生が説明されました。

まったく飽きることなく、本当に楽しい時間を過ごさ

せていただきました。

今回は男性の方も多く参加されました。

その後、図書館司書 小村さんより、仕事の内容や、

本を借りる方の年齢、よく読まれる本、時間帯などのお

話を伺いました。

普段あまり気付くことのない職員の方々の仕事とか、

本を借りるのはダントツで女性が多い、七十代になると

男女で借りる方が一段と少なくなるなど、知らなかった

ことも多く、「へぇ、そうだったのか」と納得しました。

今後、何か自分にも少しはお手伝いできるかなと思っ

た一日でした。

今回、7割の方が返信。ありがとう！

近況も書いたはがきが多く届きました。

坂部さんには、第 2号の友の会談話室にも寄稿
いただいています。
子どもたちの健全育成を願いながら、毎朝通学

路に⽴って声かけをしてくださいました。
積極的に友の会の活動に参加いただき、本当に

ありがとうございました。
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今年度最後の会報となりました。皆さんに助けていただいた１年でした。

私事ですが、娘が今春進学のため、県外へと発ちます。彼女が小さい頃、絵本を読み聞かせながら寝かしつけた

ことを思い出します。絵本の世界に引き込まれ、ワクワクニコニコした娘の顔。親子一緒に絵本の世界を味わって

いました。かけがえのない時間でした。そんな絵本（本）のある図書館をお手伝いする「図書館友の会」。次年度

も微力ながら参加していこうと思っています。

今回の発行にあたり原稿を書いていただいた方々、アンケートにご協力いただいた皆様、お忙しい中ありがとう

ございました。今後もよろしくお願いいたします。 （M.N）

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21日(日)、11月、2月21日(日)開催予定

かほく市立中央図書館 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 07日(火)、04月 21日(火)

05月 19日(火)

■第１・３・５週 14:00～15:30 ■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 14日(火)、04月 28日(火)

05月 12日(火)、05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

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。

今後ともご寄付を

よろしくお願いします！

※6月以降の開催日時は、総会で決定します。

現在の会員数 117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。

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。

12 月 13 日（日）西田幾多郎哲学館で開催さ

れた、アンサンブル金沢・弦楽四重奏によるクリ

スマスコンサートのチケットが、生涯学習課のご

厚意により会員全員にプレゼントされました。

年末の慌しい日々の中、ゆったりとしたひとと

きに、うっとりと酔いしれました。

ありがとう！ありがとう！ありがとう！ありがとう！XmasXmasXmasXmas コンサーコンサーコンサーコンサートトトト！！！！！！！！


