
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸図書館友の会主催 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        

              申込みは市立図書館まで ☎ ８２－２２０２ 

 日本人の体には「五・七・五」のリズムが身についているようです。詩でも標

語でも、歌詞でも、ついこのリズムで作ってしまいます。 

 五・七・五のリズムと季語を楽しみましょう。そして、お茶をいただきながら、

秋を味わいましょう。  

 

                   長谷川 清  

 

年間計画表でお知らせの通り、会員文化活動の一環として本年も首記作品展を

開催いたします。出展、展示のご協力をお願いいたします。  

・日時    １０月２０日 (土 )～１１月１７ (土 ) 

・場所    図書館２階市民ギャラリー  

・作品持込及び展示  

       １０月２０日 (土 )１３時  

       当日、参加不可の場合は、氏名、題名を添えて  

       それまでにボランティア室に置いてください。  

・作品搬出  １１月１７ (土 ) １３時  

       当日参加、搬出不可の場合、作品をボランティア室に  

       置かせていただきます。後日、各自持ち帰り願います。  

 

 友友友友のののの会会員作品展会会員作品展会会員作品展会会員作品展のののの開催開催開催開催 

図書館友図書館友図書館友図書館友のののの会会報会会報会会報会会報  

NO.45  9999月号月号月号月号 

文学カフェへのお誘い 

日時 10 月 27 日 午後 2 時～3 字 30 分 

内容 「俳句を楽しみましょう（仮題）」 

講師 梅田 葵 氏 

場所 瀬戸市立図書館１Ｆ 集会室 

定員 35 名 参加費無料    瀬戸図書館友の会主催 

飲み物付き 



図図図図    書書書書    館館館館    まままま    つつつつ    りりりり  ― 図書館で本と出会い、豊かな読書体験を！ ―    

図書館では、読書週間（１０月２７日～１１月９日）にあわせ、「第１６回図書館まつり」を１０月２５

日（木）～１１月１１日（日）に開催し、下記のイベントを行います。     

図書館 電話 ８２-２２０２  Fax ８５-２６５１ 

イベント・内容 日 時 場 所 定員など 

講座 

「―だれにも書ける―文章作法
さくほう

」 

講師：鈴木まこと氏 

（日本児童文学者協会会員） 

10月 25日（木） 

午前 10時 30分～12時 

図書館１階 

集会室 

定員３０人 

・電話又は直接図書

館にて申込を受け付

けます。 

子ども一日司書 

カウンターでの図書の貸出・返却や本の

カバーかけなど、図書館の仕事を体験して

みよう！ 

10月 27日（土） 

午前 10時～午後 4時 

図書館 定員１０人（小学5･

6年生） 

・電話又は直接図書

館にて申込を受け付

けます。 

文学カフェ （図書館友の会） 

「俳句を楽しみましょう」 

 

講師：梅田葵 氏（俳人協会会員） 

10月 27日（土） 

午後２時～３時 30分 

図書館１階 

集会室 

 

定員３０人 

・電話又は直接図書

館にて申込を受け付

けます。 

 

キッズルームで遊ぼうよ！  

子ども専用のお部屋で、楽しんでね。 

毎日、読み聞かせを行ってるよ。  

          

11月３日（土）～11日（日） 

午前 9時～午後 5時 

図書館１階 

集会室 

ご自由にご参加くだ

さい。 

土曜おはなし会 

「おはなしぶらんこ」による楽しいお話が

いっぱい！ 

11月３日（土） 

午後 2時 30分～3時 30分 

図書館１階 

集会室 

ご自由にご参加くだ

さい。 

対象:幼児(保護者同

伴)、小学生 

本のリサイクル市（図書館友の会共催）       

 ほしい本が見つかるかも。マイバッグ持

参できてね。 

 

11月 10日（土） 

午前 9時 30分～午後 3時 

(なくなり次第終了) 

瀬戸蔵４階 

多目的ホー

ル 

ご自由にご参加くだ

さい。 

土曜おはなし会とえいが会 

「おはなしたんぽぽの会」による楽しいお

話がいっぱい！ 

11月 10日（土） 

午後 2時 30分～3時 30分 

図書館１階 

集会室 

ご自由にご参加くだ

さい。 

対象:幼児(保護者同

伴)、小学生 

図書館友の会 作品展 10月 20日（土）～ 

11月 17日（土） 

図書館 2階 

市民ギャラ

リー 

ご自由にご覧くださ

い 

    

※※※※    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル市市市市にににに提供提供提供提供いただけるいただけるいただけるいただける本本本本はははは１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（水水水水））））までにまでにまでにまでに図書館本館図書館本館図書館本館図書館本館へおへおへおへお持持持持ちくださいちくださいちくださいちください。。。。    

ただしただしただしただし、、、、百科事典百科事典百科事典百科事典、、、、雑誌雑誌雑誌雑誌、、、、マンガマンガマンガマンガ、、、、汚汚汚汚れのひどいものはれのひどいものはれのひどいものはれのひどいものは受受受受けられませんけられませんけられませんけられません。。。。    

 



                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館職員との懇談会 
                            長谷川 清 

 

７月２５日（水）午後 図書館１Ｆ集会室で図書館職員との懇談会を行いました。 

図書館関係者７名、友の会関係者８名で約１時間半、情報、要望意見の交換をすることが 

出来ました。話題の主なものは次の通りです。 

・大型絵本の保管所の工夫 

 詰まり過ぎた保管所（庫）からの取り出し、返却が大変である。 

 保管所の増設も含めて、知恵を出し合う。 

・雑誌の種類の増加、復活 

・雨傘の保管方法、無くなった例有り 

・避難経路図を目立つように掲示 

・学習学生に他の場所、例えば 

地域図書館、公民館等を紹介 

出来ないか 

・地域図書館の様子 

・ウォータークーラーか自販機 

設置ということについては 

水飲みの施設有り 

・現図書館はこじんまりとして 

大変に親しみやすいとの意見の 

一方 近隣各市は近代的、 

機能的な図書館であり、 

瀬戸にも新しい図書館が望まれる。 

  

 夏の研修会研修会研修会研修会        8888 月月月月 2222 日日日日（（（（木木木木））））    10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030                        

「「「「朗読朗読朗読朗読ののののワンポイントワンポイントワンポイントワンポイント」」」」    講師講師講師講師    竹橋竹橋竹橋竹橋    義明義明義明義明    氏氏氏氏    

 

瀬戸市立図書館では、たくさんの「おはなしの会」が、「読み聞かせ」を行っています。他

市より実施日が多いように思います。大型絵本も多く揃っていますし、各グループが趣向

をこらして発表をしています。 

 そこで、今年は、「読み聞かせ」のレベルアップのためのために、声の出し方を中心 

に研修会を催しました。 

講師は竹橋義明氏。瀬戸窯業高校や瀬戸西 

高校の放送部をＮＨＫ放送コンテストの 

全国大会に出場させた実績をお持ちです。 

口の体操、あいうえおの歌、早口ことば、 

アクセントなど、実習を中心に行いました。  

参加者は 16 名。「さすが、皆さん、 

よく声が出ている」と、講師からおほめの 

言葉をいただきました。 

楽しく学ぶことが出来ました。 

          （文責 加藤絹子） 

 



   

 

 

  6 月 30 日（土）、午後 2時から「七夕おはなし会」が行われました。館内の七夕飾りは 

6 月 23 日（金）に済んでいますので２本の笹には、来館者の願いごとがつるされていま 

した。 

 今回は、市の広報にも実施日を載せていただいたせいか、大人 30 名子ども 16 名の 

参加がありました。 

 「おはなし会」には、だんだん小学生が参加できなくなっています。忙しいのでしょうか。 

ですから５才以下のお子さんが飽きないよう、出演者は、本選びから読み方など、 

工夫して発表していました。 

・おはなし「あゆみの会」 

    おしゃれなおたまじゃくし 

    こねこのしろちゃん 

    ぽんたのじどうはんばいき 

    せんたくかあちゃん 

・おはなし「たんぽぽ」 

    どうぶつむらのたなばたまつり 

    となりのはなはいたかった 

    あかまるちゃんとくろまるちゃん 

    だってだってのおばあさん 

  その後、「クレッシェンド ハーモニーズ せと」によるハーモニカ演奏。瀬戸市で行わ 

れている生涯学習講座「学びキャンパス せと」のハーモニカ講座修了生で発足した 

グループです。レパートリーは唱歌や歌謡曲など幅広いのですが、今回は小さい子供さん 

向けの曲も練習してきて下さいました。皆さま、本当にありがとうございました。 

                               （文責 加藤絹子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
親子で楽しむ              

 



 

『『『『ローマローマローマローマ人人人人のののの物語物語物語物語』』』』をををを読読読読むむむむ会会会会  

毎月第二金曜日 AM10 時～12 時  

おはなしのおはなしのおはなしのおはなしの会会会会「「「「らんぷらんぷらんぷらんぷ」」」」のののの勉強会勉強会勉強会勉強会  

毎月第二水曜日 PM 1 時～～～～3 時  

『万葉集を読む会万葉集を読む会万葉集を読む会万葉集を読む会』  

毎月第一火曜日 PM 1:30～3:30 

「「「「司馬司馬司馬司馬遷遷遷遷のののの史記史記史記史記をををを読読読読むむむむ会会会会」」」」  

毎月第三木曜日 PM 2 時～4 時  

「「「「俳句教室俳句教室俳句教室俳句教室」」」」  

 毎月第一水曜日 PM 2 時～4 時  

「「「「絵手紙教室絵手紙教室絵手紙教室絵手紙教室」」」」  

 毎月第二金曜日 PM 1 時半～3 時半  

 

 本の補修活動  

  毎週火曜日 AM10～12 

「「「「読後読後読後読後のののの感動感動感動感動をををを語語語語るるるる・・・・会会会会」」」」  

毎月第三水曜日 PM1時半～3時  

友友友友 のののの 会 主 催会 主 催会 主 催会 主 催     

・クリスマスお話 し会 と 

マジックショー 

12 月月月月 8 月月月月 (土土土土 ) PM2:00~3:30 

市 立 図 書 館市 立 図 書 館市 立 図 書 館市 立 図 書 館  1F 集 会 室集 会 室集 会 室集 会 室  

 

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマスのののの飾飾飾飾りつけりつけりつけりつけ  

(図書館図書館図書館図書館 1ＦＦＦＦ) 
12 月月月月 1 日日日日 (土土土土 ) 

AM10:00~12:00 

 

マ ー ガ レ ッ ト ・ ミ ッ チ ェ ル 著  

    河出世界文学全集２２・２３ 

 

女主人公スカーレット・オハラは、アメリカ南部のジョージア州の大農場の娘。美しく活

発である。 

やはり大農場主の跡取り息子アシュレに恋をするが、アシュレは、もっと地味なメラニー

を妻に選ぶ。 

副主人公レット・バトラーは、密輸で巨利を占める大胆不敵な風雲児。なにかと、スカー

レットを助ける。 

やがて、南北戦争がはじまる。戦争中の苦難、敗北後の苦しい生活が描かれる。スカーレ

ット、メラニーとアシュレ、2 組の男女が、社会の流れに巻き込まれてゆく。 

文庫本にしたら、2000 ページを超えるのではないだろうか。テーマは男女間の愛情の

問題である。1936 年、出版されるや、世界的なベストセラーになった。なるほど、それだけ

読者をひきつけるものを持っている。 

スカーレットは、男勝りの強い女性である。でも、それにつりあうような男性はなかなか

いないだろう。ミッチェルは、女性の一典型を描き出した。 

世界名作を、私はあまり読んではいない。若いころに読めば、もっと感動が大きかった

ろう。名作・大作を、少しずつでも、読んでいきたいと思う。 

                                近藤  凱 彦 

 


