
   
  
 

 

 

 

 

 

 

会長 植田義男 

 会長就任して 2 年、年間行事の開催、こまごまとした変

更整備などの遅々たる歩みでですが、皆様のお力添えで進

めてまいれました。  

 地方自治体の財政難と不景気の下、今当会の目指すべ

きは、市民の文化センターに成長することとおもいます。

読書会を中心として、各種サークル活動による市民の文

化力の強化が重要なときと思うわけです。市民の文化力

を高めることで、新しい図書館機能の必要性がいっそう

明確になると思われるからです。会員の皆様の各種活動

での生き生きした参加で、活気ある会にしたいものと思

います。  

 また、世話人会におきましても、新規の方の加入で一

層の活性化を図れれば幸いです。ぜひ参加申し込みをよ

ろしくお願いいたします。さらに、友の会に、「こんな催

しをしてほしい｣、｢こんな会を作ってほしい｣などお書き

になって、カウンターにお渡しください。  

前向きに検討させていただきたいと思います。  
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館長 加藤敏倖 
 

 新年明けましておめでとうございます。 
会員の皆様方には、旧年中、お世話になりましたことを、この紙面をお借

りしましてお礼申し上げます。今年も、昨年にまして、どうかよろしくご協

力をお願いいたします。 
昨年は、４月から、業務委託をはじめました。懇親会でもおはなしいたし

ましたが、いろいろとご意見はあるかと思いますが、図書館としては、間違

った選択ではなかったと考えております。 
業者の職員も使命感を持って図書館サービスに努めていることが感じられ

ます。図書の整理も迅速・確実に行っており、むしろ片づけるのが早すぎる

というご意見もあったくらいです。読み聞かせも充実するなど好評をいただ

いております。なお、お気づきの点などありましたら気軽にご意見をお寄せ

ください。 
新しいこととしては、光陵中学校が地域図書館として昨年１０月からオー

プンしました。土・日、祝日は午前 10 時から午後 3 時まで開館しています
のでお近くの会員の方は是非ご利用ください。今年は西陵小学校も地域図書

館として 10月から開設する予定です。こちらも、その折には是非ご利用くだ
さい。 
今年は、市制８０周年ということもあり、その記念の行事として、大学コ

ンソーシアムとの連携で、以前にパルティせとのアリーナで行った大学図書

館６館と瀬戸市立図書館との本のリサイクル市をもう一度、開催しようと思

っています。会員の皆様にはご協力をお願いすると共に、思いがけない本に

出会う楽しみを期待していただけるかと思います。時期としては１０月から

１１月のころで、図書館祭りの時期を予定しており 
ます。 
昨今、暗いニュースが多い中、会員の皆様と図書館 
職員とが、よりよく、楽しい時間が共有できたらな 
と願っていますので、そうなることを祈念して、 
新年のご挨拶とさせていただきます 



 

    

12 月 21 日（日曜日）、図書館集会室で、クリスマスコンサートと朗読

会を開催しました。 

第一部のクリスマスコンサートでは古瀬戸吹奏楽団のみ

なさん６名をお招きして、フルートとクラリネットによる

「Ｇ線上のアリア」や「もろびとこぞりて」などのクリス

マス定番曲など、とても素敵な演奏を聴かせていただくこ

とができました。アンコールでは「崖の上のポニョ」を演

奏していただき、会場からの手拍子で盛り上がりました。 

第二部では、「落葉松」（北原白秋）や「てぶくろを買いに」（新美

南吉）など、らんぷのみなさんの感情のこもった朗読にすっかり引き

込まれてしまいました。 

 暖かい集会室に飾られたクリスマスツリーと

窓の外に敷き詰められた落葉が冬のイベントに

相応しい雰囲気を醸し出し、４０余名の参加者の

みなさんと、日曜の午後の楽しいひと時を過ごす

ことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2月 20日 (日 )以下のように岡崎図書館と八丁味噌の里の工場見学に参り

ます。奮ってご参加をお願いいたします。  

（友の会への参加は、原則無料ですのでご利用を）  

 時間  8:50~15:30 （図書館駐車場に集合８：４０）  

 持ち物 弁当、筆記道具  

 (申し込み 一月中に長谷川（８３－７５９０）まで、申し込み順 22 名 ) 

ほんのリサイクル市    １１月８日 於  瀬戸蔵  

 開始前のたくさんの人の行列は、例年通りの盛況振りでした。子供作
品の展示会も開催されており、親子での参加も多く、児童書は午前中に

ほとんどはけてしまいました。  
会場は広く、入場制限もなく、皆さんがゆったりと会場全体を物色で

きていました。各種分野の本が万遍なく選ばれていき、途中からでもほ

しい本を結構見つけてみえました。  
 一万冊近くの本が無料で市民の手に渡った有意義な行事であり、友の

会の会員５名がボランティアとして参加しました。来年はぜひ皆様もご

参加ください。  

図書館訪問へのお誘い  



                   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 図書館機能の拡充の現状は、パルティー瀬戸･光陵中学･品野台小学での図

書館施設開設、本館の改修工事、さらに自治体の財政難と厳しいものです。 
 今回は、図書館機能の拡充を図るために、図書館の利用状況と図書館機能

拡充への思いを知るためのアンケートをとることになりました。お忙しい折

ですが、図書館にみえるときに、アンケート用紙を図書館のカウンターにお

出しください。やっても良い人がありましたら、図書館入り口の会の掲示板

に用紙がありますのでお持ちください。 

 

  

    友友友ののの会会会会会会員員員作作作品品品展展展      
                                                           長谷川  清 

 本年度も、友の会々員並びに関係者の方々の協力で作品展を開催する事が出
来ました。 

会場の都合もあって、例年より若干遅めの昨年１２月２０日（土）から本年

１月１７日（土）までの間、図書館二階市民ｷﾞｬﾗﾘｰにおいて、写真を初め日

本画、押絵、手芸、絵手紙、俳句等々幅広く展示する事が出来ました。また、

年末、年始という時期にも拘わらず、多数の方々の観覧をいただく事が出来、

先ずは、感謝申し上げるところです。 

展示作品には、毎年出展して下さる常連さんから、今回が初めての出展とい

う方まで、多彩そのものでしたが、素晴らしいものばかりでした。その上、

観覧来場者からは、多くの感想、意見を頂戴する事ができ、なかには、作品

展その事に関するご意見もあり、今後に生かして行きたいと考えております。 

これからも、多数の方々の本作品展への参加は勿論、 

図書館友の会の活動そのものにも参加される事を 

お願いするものです。先ずは、気軽に声を掛けて頂く 

事を期待しております。 
 



 

      

新      
          訳 

 

２０００年前に書かれてなお新しい｢ガリア戦記｣が、ＰＨＰ研究所から新訳されて発行されました。この

新訳は訳文も平明で、また、漢字にルビがふってあって中学生でもよめるようになっています。 

 ２０００年前といいますと、日本ではまだ邪馬台国も卑弥呼もおりませんし，吉野ヶ里遺跡よりも以前の

ことで、全体としては『縄文時代』といわれる頃のことになります。 

 一口に『ガリア』といわれる国は、現在のヨーロッパの中心部分で、フランスの全土、ドイツのライン川か

ら西、さらにオランダ、とベルギーを含んだ地域です。そのころのガリア人はローマ国にたいしては野蛮

で、ガリア戦士の中には、戦端が開かれるや、衣服を脱ぎ捨て、金の首輪と腕輪だけをつけて戦う一団

もあった。・・・・・・ 

  ガリア人には、討ち取った敵兵の頭部を切り取り、自分の馬の首にぶら下げる習慣もあった。戦い終

わって家に戻れば、それを油につけるのである。これを見せるのが上客とされた客への接待だった。                   

塩野七生『ローマ人の物語』 下段も なんともすさまじく、現在のヨーロッパ人からは想像もできない

人々です。そして、ローマはこれらの人々に占領されたことがあります。 

  前３９０年７月１８日、ローマ軍はテレヴェレ川上流で迎えた敵にあっけなく敗れたのである。敗残のロ

ーマ兵はクモの子を散らすように逃げてしまった。無防備都市と化したローマに、ガリア人たちが入って

きた。７ヶ月の間つづくことになる、蛮族のローマ占領の始まりである。 

 ガリア人たちは、抵抗するものもいなくなったローマで残虐の限りを尽くしていた。ローマ人は地位の

差も性別も年齢の差もなく、殺され、暴行され、略奪され、奴隷にされた。神殿も元老院議場も屋敷も市

場も、破壊され炎上した。その情景を、男たちはカピトリーノの丘の上から眺めるしかなかった。 

 ユリウス・カエサル(英語読みでジュリアス・シーザー)がそのガリアを平定するにあたって、かかげた理 

念は『寛容』です。ガリア人の習慣も、宗教も認めました。この精神が、その後の帝国としての『ローマ』 

の５００年にわたる繁栄の基になったといえましょう。 

 先のガリア人による敗戦の記憶が残っているローマ人にとって、ガリアの平定をしたカエサルは当然 

『英雄』として凱旋します。 

 英雄は凱旋門を白馬車で凱旋式を行うことが恒例になっていました。その白馬車に古戦兵の一人が 

乗って、市民の歓呼を受けるカエサルに、耳元で歓呼の声を消すように叫ぶのだそうです。 

 ｢神ではないぞ。人間であることを忘れるな｣ 

 この言葉ひとつによって、そのころのローマ人と、その指導者であるカエサルの、人格の大きさがわか 

るように思えます。 

                                                           （ 町井 孝行 ） 



             

      
 

  

 

俳人、師細見綾子と紅葉 
梅田 葵  

 最近旧作を季語別に拾い出す作業をして、驚いたことがある。

生活様式が大きく変わって、歳時記に残されている季語のうち、

かなりのものに句がないことである。例えば、練炭･石炭･豆炭な

ど、昭和三十年くらいまでは使っていたように思う。歳時記だけ

に残っていく季語であろうか。しかし、一方で旧作から伝わって

ってくる懐かしさなど、思いがけない時間であった。俳句の日記

性というか、日常の中で感動して句に詠む、そこには確かに自分

が存在していた。その時にしか味えなっか瑞瑞しい感動が、30 年
という歳月を経て蘇ってきた。  
 作業を一区切りして庭に出てみた。楓と満天星の紅葉が何時も

より色を増して競っていた。紅葉を見ていると、先師細身綾子を

思い出す。綾子が良く口にする言葉に｢今年の紅葉｣がある。紅葉

に出会うと、今までに見たどこの紅葉よりも、今年この紅葉が最

高に素晴らしいと、童女のように瞳を輝かせて、満身で喜びを現

す。  
 綾子は、女学生時代に父を亡くし、東京女子大卒業と同時に結

婚した医師の夫を二年後に亡くし、その三ヶ月後母も他界した。

屋敷にひとり残された綾子二十二歳、 (昭和四年 )であった。まも
なく胸を病み、以後療養の身となった。綾子の口から｢今日｣とい

う言葉が発せられるとき、その奥の命の輝きを感ぜずにはいられ

ない。いま眼前に出会ったものが、明日も同じ姿では決してない。

美しさも醜さもいまだけのもので、切ないほどにいとおしく、対

象のものを見、すべてを宣う潔さにおいて稀有な俳人であったと

思う。  
 庭の小世界の紅葉であったが、綾子と時間を共有したように思

えた。  

  紅葉照るいのちあかるし束の間も  綾子  
 



     
 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

山 本 和 昭  

 もう一昨年になるけれど、初めての海外旅行として選んだ地が中国だった。

この年になるまで海外旅行などは分不相応と考えて敬遠していたのだ。 
まあ、実際のところ日本語が通じない場所への恐れも多かったのだが。中国

の方に知り合いが出来、言葉の不自由を味わないですむと分かると、現金なも

のでとたんに行きたくなった。結局、中国にはまってしまい８度も行ってしま

った訳だが・・・・、おかげで現在は謹慎中だ。 
はまってしまった理由だが、これはもうカルチャーギャップの楽しさという

しかない。私にとっては、観光地等はあまり興味の対象とはならず(四川省の
三星堆遺跡は別)、まあ、行けば楽しい程度のことだが、そこにいる中国人観光
客は面白い。見ていて飽きない。 
なんというかひところの農協の旅行みたいで、たいてい、つるしの背広等を

着ている(スーツというより背広がぴったり)。そして、必ずやかましい。よく
喋る。際限なく写真を撮る。土産物は納得するまでこねくり回し、値切る。本

当に良く値切る。とにかく値段というものは、暫定価格だと思っているようだ。 
まあ、話せば尽きないのだが、そろそろ本題に入ろう。とにかく私は人間が

大好きということだ。そして、私は仕事柄子どもたちの生活やそれを取り巻く

環境については、大変興味がある。そうなると、中国の子どもたちの生活が気

になる。ということで、ある筋のコネを使って、小学校を見学させてもらった。 
見学なんかは簡単と思われるだろうが、何の権威もない個人が日本でこんなこ

とを企画しようものなら、これはもう大事なのだ。大使館を通して、その上何

ヶ月もかかり、結局は無理なのだ。(中日友好協会の人が明言していた。) 
 そういう意味では私は幸運で、三ヶ所の学校を見学することができた。それ

も、都市部、郊外、農村とそれぞれに。もうね、あなた驚くよ。そのすさまじ

い違い。都市部は、アンツーカーのグランドと古いが整備された 5階建ての鉄
筋の校舎。子どもたちや先生の服装も今風とまでは行かないが、少し前の日本

ですよ。先生の考え方もかなりリベラルでいらっしゃる。 
ところが、農村の小学校はというと木造一階建て、その上屋根に草が生えて

るんだから草が・・・。服装はというと、私の年代が子どものころのようなや

つね。ビテオを取り出すとワーッと集まってくる。何時の時代や？。 
挙句に見学途中で、教師から中止命令が出ました。日本人は中国の悪いとこ

ろを穿り出して、ネット公開するつもりだとかどうとか。校長は良いって言っ

てるのにね。どうもこの教師の親が地元の共産党の幹部らしく、逆らえないん

ですね。すまなさそうな顔をしていました。ごめんね校長先生。 
でもね、まだ学校があるだけいいほうで、学校のない地域もあるようです。

ホテルで見たテレビで、小学校建設の募金を呼びかけていましたから。 
別に中国を貶すつもりはありません。どんなところであろうと、子どもが笑

顔で生活していればね。中国の子どもたちの笑顔は素晴らしかったですよ。 



新年代記憶術【ⅩⅠ】 江戸時代      植田義男 
江戸時代 1603～1867 年 江戸時代利(6)を(0)見(3)る藩は槍(8)(6)
投(7)げる……利を考える藩は幕府が不利と分かると槍を投げ棄て官軍についた。 
元和譜部以来、徳川三百年の太平が続き、町人までが各種文化を享受した。これは、武家政

治の失敗の前例から学び、徳川家安泰を第一とした体制の確立により達成されたものであった。 
これは、1, 大奥・三家・卿による世継ぎの確保、親藩・譜代などによる中央集権の確立、 

2, 大名つぶし・参勤交代・工事などの命令・各種諸法度・鎖国から五人組・寺による人別長な
ど徳川以外の勢力の徹底抑制、3, 士農工商・エタ・非人などの分断政治、「君、君にならざれ
ば、臣、臣たらず」を「君、君たらざれど、臣、臣たれ」と改ざんするなどあらゆる面で、弱者の犠

牲に立つ体制、4, 米価対策、重要鉱山・港などの天領化など、徳川の経済政策など、現代に
まで多大に影響を与えている事柄によっている。 
 浪費しては、享保・寛政・天保の改革を引き締め中心にして進め、享保以外成果は無かった。

享保・天明・天保の飢饉ごとの一揆の増加、安政改革による津島・土佐・福井・水戸などの参

政、家茂の参内など、中央集権の緩みが進み、桜田・坂下門外の変で決定的破綻をきたした。

水戸学などの尊王思想に乗っかった薩長官軍の新兵器により、幕藩体制は辛くも崩壊した。大

名の経済破綻と立て直しに成功した薩長もその大きな力となった。 
 

例会のお知らせ 
『司馬遼太郎を読む会』  
毎月第二木曜日  PM 2 時～4 時  
おはなしの会「ランプ」の勉強会  
毎月第二水曜日 PM 1 時～ 3 時  

『万葉集を読む会』 
毎月第一火曜日  PM 2 時～4 時  

「司馬遷の史記を読む会」  
毎月第三木曜日 PM 2 時～4 時  

「俳句教室」  
 毎月第一水曜日 PM 2 時～4 時  

 

妄想西遊記 (中国四方山) 其の 8         山本和昭  
 「中国は自転車の国 !!」みたいなイメージがある。確かに自転車も多い
が、車も異様に多い。都市部などは高速道路  (運転手にとってはアウトバ
ーン )でつながれていて、鉄道よりもバスの方が便が多い。  
 当然、都市部の道路は無法地帯と化している。バス・トラック・タクシ

ー・乗用車がひしめき合い、隙間があれば割り込んで少しでも前に進もう

と必死だ。「何故にそこまで？」と思うほどの必死さ。車同士の隙間が数

センチなんてのはざらです。とにかく相手がよけると思い込んでいるんで

すから。みんなですよみんなが !!! でも、バスの女子運転手が気だるくク
ラッチを踏んでギアをがりがりっといれる姿は、なんとなく良いです。  

会費納入についてのお願い       

 会費納入を円滑にできますよう
に少々変更いたしますのでよろし
くお願いいたします。  
郵便局での振り込み  送料１２
０円が要りますので、８８０円を
振り込んでください。  
口座番号  
００８６０－２－１２９７０２  

加入者名 瀬戸図書館友の会 

図書館での納入  総会時か、毎月
第３土曜日の１３~１６時、２階
のボランティア室で１０００円を
納入ください。   


