
   
  
 

 

 

 

 

 

 
 

  ようやく年間計画を５月会報に掲載できることとなりました。  
次の会報では、後半の計画を変更事項も含め掲載させていただきま

す。各行事等に参加いただき、楽しんでいただければ幸いです。  
 
開 催 日  時 間  内  容  

5 月 16 日 (土 ) 13:00 5 月会報印刷･郵送  

6 月 24 日 (水 ) 14:00 図書館職員との懇談会  

  27 日 (土 ) 9:00~12:00 七夕飾りつけ  

28日 (日 ) 13:30 

~15:00 

七夕コンサートと朗読会  

小瀬戸吹奏楽団と  

当会サークル｢らんぷ｣の会  

7 月  7 日 (水 ) 15:00  七夕飾り取り外し  

9 月 19 日 (土 ) 13:00  9 月会報印刷･郵送  

10 月下旬～11 月中旬  図書館祭り ほんのリサイクル市  

協力も 瀬戸図書館にて  

11月 21日(土)   13:00 

~12 月 19 日 (土 ) 

作品展  

（一月早くなるかもしれません）  

11 月下旬   クリスマスの飾りつけ  

12月 6日(土)  クリスマスコンサートと朗読会  

1月 16日(土) 13:00 一月号会報印刷･郵送  

2月  図書館訪問 日進図書館と名都美術館 

申し込み順 25 名定員  

4月 18日(日) 13:30 総会と総会催物  
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瀬戸図書館友の会の皆様へ 
                   前館長 加藤敏倖 

 
 ４月の人事異動で図書館を去ることになり、一言お礼の言葉を述べさせて

いただきたく、紙面をお借りいたします。 
はやいもので、友の会の立ち上げから、１０年がたちました。 
副館長として５年、館長として６年、計１１年間の長きにわたり図書館に

勤務しましたが、その殆どを友の会と一緒に歩んできたと言っても過言では

ありません。  
その間、本当に会員の皆様、特に世話人会の皆様には、図書館の行事など

で一方ならぬご協力をいただき、感謝してもしきれない思いでいっぱいです。 
今後は、一利用者として図書館にかかわることになりますが、会員の皆様

におかれましては、図書館の良きパートーナーとして、温かい目で、時には

厳しい目で、見守ってくださるようお願いいたします。 
                本当に長い間ありがとうございました。 

 

はじめまして 
                          図書館長 水野久子 

 春本番です。冬の間じっと寒さに耐えた草木が、春の風と共に花芽を膨らま

せ、咲き乱れるさまに心躍らせられるこの頃です。 

この４月に、前任の加藤館長が異動され、私が館長の職を引き継ぐこととな

りました。友の会の皆様、よろしくお願いいたします。図書館の行催事のみな

らず、日頃よりいろいろとご協力いただいて、大変心強く思っております。 

今年度より、パルティせとの情報ライブラリーにて、雑誌の貸し出しを始め

ますので、ご利用ください。また、今年は市制施行８０周年を迎え、その記念

事業として図書館まつりを行う予定です。友の会のご協力をお願いするととも

に、ぜひ積極的にかかわっていただき、瀬戸市の８０歳を会員の皆様と共に楽

しく祝いたいと思います。 

よりよい図書館を目指したいと思いますので、 
会員の皆様にはご意見をどしどしとお持ち 

いただき図書館までお越しください。 
お待ちしております。 

  



 

 

                                        

図書館友の会副会長    長谷川   清  
 

４／１９ (日 )図書館集会室に於いて、４０名を越える参加を得て開催す
ることが出来ました。  
会長及び新図書館長 (水野久子氏 )の挨拶の後の議事では、これまでにな
い活発な発言、多数の意見を頂きました。今後の会のあり方、進め方に

活かしてゆかねばならないものとしております。ポイントとしては下記

になろうかと思います。  
(１ )  会則の徹底  
(２ )  各種行事への参加連絡と非参加者への結果 (情報 )連絡徹底  
これらは、いずれも会発足当初からの問題でもあり、総会後の話し合い

でも、本年度の課題として取組んで行こうということになりました。全

会員の全面的な協力をお願いするものです。  
会員各位に於かれましても、世話人会 (毎月   第三土曜日   13:00～
16:00  於図書館ボランティア室 )へ気軽に顔を出し、考え方、意見など
を述べて頂ければと期待致して  

おります。  
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会議事の後、愛知県立芸術大学４年生の糸原綾香さん（第１ヴァイ

オリン）と荒巻理恵さん（第２ヴァイオリン）による演奏会が開かれま

した。  
はじめに二人の演奏者から自己紹介、曲の内容、聴きどころなどをお

話ししていただきました。緊張した雰囲気のなか、Ｊ・S・バッハの「パ
ルティータ第３番ガヴォット」に始まり、続いて重厚で深遠なイザイ作

曲の「二つのヴァイオリンのためのソナタ第１楽章」、この曲で二人は「第

２回まちだ全国アンサンブルコンテスト・デュオ部門」で銅賞を受賞、

さすがに息の合った力強い演奏でした。  
その後は典雅なボッケリーニの「メヌエット」、心も浮き立つドヴォル

ザークの「ユーモレスク」、郷愁をそそるレスピーギの「シシリアーノ」、

締めくくりの「猫踏んじゃった」は軽快なリズムと弦楽器の心地よさに

会場は大いに沸きました。巧みなプログラム構成、  
二人の息遣いまで伝わってくる心のこもった演奏に  
快い安らぎと幸福感に充たされた楽しいひととき  
でした。           （文責  加藤孝明）  

「ヴァイオリン・デュオ」コンサート  



瀬戸図書館友の会会則      

平成１２年４月改正 

１（名称） この会の名称は「瀬戸図書館友の会」とします。 

２（目的) この会は、読書グループ及びボランティア団体等に参加している人や読書に親しむ人がつながりを持つことにより大きなひとつの輪

をつくり、交流を図りながら読書活動を広めるとともに、図書館を通じた社会への貢献を果たしつつ、みんなの図書館づくりを行うも

のです。 

３（会員） この会の目的に賛同される方はどなたでも会員になることができ、会員にはつぎの２種類があります。 

（１）個人会員  会に個人で参加される方 

（２）賛助会員  会を援助してくださる団体その他 

４（会費）この会の会費の取り扱いは次のとおりとします。 

（１）個人会員  年額    1,000 円 

賛助会員  年額 一口 5,000 円（複数口可能） 

（２） 会費の納入をもって入会とします。 

（３） 次回の会費納入は入会月の十二ヶ月後とし、猶予期間を六ヶ月とします。 

（４） 納入された会費はお返ししません。 

（５） 高校生以下の生徒・児童の入会については、会費を免除します。 

５（事業内容）この会の目的を達するために次の事業を行います。 

（１） 図書館の支援及び情報交換、提言に関すること。 

（２） 読書グループ及びボランティア団体の交流に関すること。 

（３） 読書活動を広めるための行事への参加に関すること。 

（４） 図書館の利用に関し、会員の意見交換を行うこと。 

（５） 図書館サービスの普及に関すること。 

（６） 会員の親睦に関すること。 

（７） その他、この会の目的の達成に関すること。 

６（運営） この会の運営に関しては次のとおりです。 

（１） 会で選出した世話人が協議のもと運営します。 

（２） 読書グループ及びボランティア団体等の代表者もしくは会員個人の中より選出した世話人で世話人会を構成します。 

（３） 世話人の任期は１年とします。ただし、再任は妨げません。 

（４） 世話人の中より、会長、副会長、書記、会計を互選します。 

（５） 会の運営を相談するための顧問を置くことができます。 

７（会議） 会の活動を円滑に進めるために次のとおり会議を開催します。 

（１） 総会は年に１回開催し、世話人の承認、事業計画及び報告、会計報告等の会の運営に関して重要な事項を協議決定します。 

（２） 世話人会は随時開催し、会の運営に関する必要事項を協議決定します。 

（３） 世話人会は会員の５分の１以上の請求があった時は、臨時総会を召集しなければならない。 

 ８（事務局）この会の事務局は瀬戸市立図書館内（東松山町１番地の２）に置きます。 

 ９（会計） この会は、運営及び事業に要する費用を会費並びにその他の収入によってまかない、会計年度    

 は毎年４月１日より翌年３月３１日までとします。 

（１） 世話人会の協議をもって会員のなかから会計監査を置きます。 

10 （会則の改定）この会則は、総会において、その出席者の過半数の合意のもとに、改定することができます。 

11 （雑則）この会則に定めのない事項は世話人会で決めます。 

附 則 

この会則は、設立総会（平成１１年１月３０日、平成１２年４月２３日改定）において承認された日から施行します。 



     
 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 皆様のご好意により、132名の方より回答をいただきました。スペース

の関係より、一部省略して報告させていただき、感想を添えさせていただ

きました。 

Ⅰ 図書館は市民にとって･･非常に必要―96、必要―36 

Ⅳ 事情が整えば利用を･･大いに増やすー41、増やすー68、 

あまり増やさないー１２ 

Ⅴ 現在の図書館に･･大いに満足―１１、まあ満足―７３、 

あまり満足でないー３８ 

Ⅵ 品野小･光陵中の地域図書館の設置について、 

 *全部知っている・・１３、一部知っているー３９、まったく知らないー７６ 

 *地域図書館設置に･･賛成―９８、反対―１１ 

 *地域図書館が近くにできたら･･利用するー８５、利用しないー１９ 

Ⅶ パルティ瀬戸の分館を・・大いに利用しているー７、利用しているー２０、

利用していないー８９ 

Ⅷ 公民館の図書室を・・利用しているー１０、利用していないー８２ 

Ⅸ 図書館の新設は・・即必要―２３、 

積み立てをして置き１０年ほどで行う－２８、 

積み立てをして置き老朽化したら行うー６３、 

必要ないー１１ 

Ⅹ こんな図書館であってほしいという要望 

(多数回答のみⅢ,Ⅴも加算して整理) 

 交通の便･平地など敷地の考慮―１１、会議室･市民の集える場ー５、 

明るく･ゆったり･広いー２０、清潔―５、多目的図書館―５、 

ＡＶ資料を多く―６、座れるところを多くー４、 

駐車場が広く・使いやすいー９、外見より中身の充実―２、蔵書が多いー２４、

レイアウトがわかりやすいー７、予約本が早く来るー６、 

専門書なども多くー３、催し物を多くー２、利用時間を長くー４ 

 便利で使いやすい図書館があれば利用したいという意欲が強く伝わってきま

した。時代背景からか、新設は老朽化してからが多いのが印象的でした。 



 
 

 
 
現在、友の会では、以下のサークル活動がなされています。関心のあるサークル

がありましたら、ぜひ参加いただければと思っております。 
また、｢こんなサークルなら参加しても良い｣と思うものがあれば、お知らせくだ

さい。可能なら開催していきたいと思っております。 
                 

     
 

・・・・・・ サークル加入申し込み用紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

参加希望サークル名 （                        ） 

 

氏名 （                ） 

 

電話番号 （               ） 

サークル名 活 動 日 時 時 間 連 絡 先 

司馬遼を読む会 第 2木曜日 14:00~16:00 野島 ８３－５３１６ 

万葉集の会 第一火曜日 14:00~16:00 野島 ８３－５３１６ 

司馬遷の史記を読む会 第 3木曜日 14:00~16:00 野島 ８３－５３１６ 

郷土史研究会 第一土曜日  14:00~16:00 加藤 0568-51-3746 

読み聞かせの会 (らん

ぷ) 

第 2水曜日 13:00~15:00 満員で募集中止中 

俳句の会 第 1水曜日 14:00~16:00  村松 ８５－７７２１ 

絵手紙の会 第 2金曜日 13:30~15:30 植田 ４１－１６５３ 

ほんの修理     第 4火曜日 10:00~13:00 植田 ４１－１６５３ 



新年代記憶術【Ⅻ】  明治時代   植田義男  
明治時代 1686̃1912 年 明治の世や(8)り(6)場(8)なき民食(9)い(1)つ(2)なぎ 

明治時代は、多くの人々が貧困で食うに大変であった。  
版籍奉還、廃藩置県に始まる武士支配体制の消滅は西南戦争を持って完

了した  
 新政府は欧米使節団を派遣し、軍･警察･教育・華族制度･･など諸制度の

導入を図り、富国強兵により、不平等条約の解消･被植民地化の防衛を進め

た。一方、御一新の期待は旧武士･富裕農民などを中心に自由民権運動を巻

き起こした。  
 だが、自由･立憲改進党の不一致、地方の急進派との調整ができずに自民

党が解党、などで民権運動が衰退した。これに対し、｢日本帝国は万世一系

の天皇これを統治す｣｢天皇は神聖にして犯すべからず｣･･の明治憲法を発

布し、軍人勅諭･教育勅語で天皇の地位の不動化を図った。  
 その下で、東北地方中心に、餓死者の耐えぬ農民より郭に売られる娘た

ち、野麦峠を往来した女工の｢女工哀史｣とともに膨大な軍需費が計上され

た。日清･日露の勝利で、列国会議に参加し、帝国主義的侵略へと向かい、

朝鮮併合で大正に移行する。  

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  
「絵手紙教室」  
 毎月第二金曜日 PM 1 時半～3 時半  

 

妄想西遊記 (中国四方山) 其の９  一元=約 15 円  山本和昭  
 成都は四川の中心と言うこともあり、環状の自動車道が三重に巡らされ

ていて、それをつなぐように主要な道路が縦横に走っている。  
主要な公共交通機関はバスである。3 車線ほどの道路に目をやると、必

ずと言っていいほどバスが走っている。運賃はエアコン付・二元、ただし

二階建てバス (結構走ってる )は 1.5 元なのだ。理由は明確かつ合理的で、
「乗客がたくさん乗れるから」なのだそうだ。車掌が乗っているので、運

賃を払う。ただし、車掌は、お釣りの紙幣 (5 角 )を折るのに忙しい。  
車掌にしても運転手にしても性別的には偏りは無い。例外なく若い女子

運転手がチェンジレバーに、死ぬほどアクセサリーをつけてるのは何故？  

会費納入についてのお願い   

 下記の２方法にて、早目に納入
いただければ幸いです。  

郵便局での振り込みは、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。   
 


