鹿島市民図書館だより 「みんと」 1３４号

かしま市民立楽修大学

鹿島市民図書館

「鹿島藩と佐賀藩」
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佐賀藩の支藩に関する研究をされている野口朋隆先生が「鹿島藩と佐賀藩」と題して講演を行います。

日
場
対

時：２月１０日（日）１４時～
所：エイブル１階 保健センター内いきいきルーム
象：一般５０名（無料）

＜QR コード＞

E メール
kashimal@theia.ocn.ne.jp

２０１３年も鹿島市民図書館をよろしくお願いいたします
１月４日（金）は１３時～１９時の開館です。
みなさまのご利用をお待ちしております！

※事前申し込みが必要です（ 1 月 10 日（木）１０時より受付開始）

講

冬の特大おはなし会
旭ヶ岡の桜は、その昔…
年末年始にオススメの本
図書館サポーター活動記④
親子で楽しく♪ことば遊び
新着本
郷土誌教室のご案内
“鍋島直彬公展～その生涯～”開催中

〒849-1312
鹿島市大字納富分 2700-1
Tel (0954) 63‐4343
Fax (0954) 63‐2217
ホームページ
http://www.library.city.
kashima.saga.jp

師：佐賀大学経済学部博士研究員 野口朋隆先生
＜申し込み・問い合わせ＞鹿島市民図書館：☎（0954）63-4343

冬の特大おはなし会をいっしょに楽しみませんか？
場所：エイブル２階床の間コーナー

期間：１２月１日（土）～１月３１日（木）

楽しい土曜日のおはなし会の拡大版です！心あたたまるおはなしやおもしろいおはなしを

（かしま市民立楽修大学と鹿島市民図書館による共催）

聞いた後にはカルタ大会もありますよ。お友達や家族をさそってぜひ参加してください♪
みなさんのお越しをお待ちしていま～す☺

鹿島藩最後の藩主鍋島直彬の生涯を概観する書画を展示しています。ほとん
どの史料が初公開となります。ぜひこの機会にご観覧ください。また、図書館
内でも直彬関連書籍を展示しています。

写真（上）床の間コーナー・
（下）図書館内

◆関連書籍については図書館 HP の「おすすめ本」のページへ

http://www.library.city.kashima.saga.jp/

◆展示やギャラリートークについてはかしま市民立楽修大学 HP へ
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♪ おはなし会 好評開催中♪

ぬりつぶし：お休みです

もあるよ♪
時：２月２日（土）１４時～
所：エイブル２階 和室
象：幼児～小学生（申し込みはいりません） 参加費：無料

火～金

あんころもち
(0歳向け 火曜14時～)
きびだんご
(0～3歳向け 第1・3水曜

１/４（金）は１３時～１９時開館です

日
場
対

カルタ大会

14時半～)
おはなし会

旭ヶ岡公園は「日本の歴史公園 100 選」に選ばれており、5000 本の桜が咲き誇る見事な春の風景は私
達市民にもなじみ深いものですが、その由来をご存じですか？鹿島鍋島最後の名君といわれる鍋島直彬公が、
幕末に作った衆楽園がもととなっているそうです。若くして藩主になった直彬公は、城内にたくさんの桜を
植えました。それから毎年城下すべての家より人々を招き、
「衆楽の宴」という花見の会を開いて日々の労を
ねぎらったのだとか。その鹿島城も幕末から明治にかけての激動の時代に燃え落ち、今は鹿島高校の正門と
して赤門を残すのみです。
時代の変革期に生き、天下国家のために奔走し、そして何より郷土鹿島の繁栄を願った直彬公が亡くなっ
て１００年近い時が流れました。若い藩主の植えた桜が今は堂々とした古木となり、高校生たちを見守って
いるのはご存じのとおりです。5000 本の桜は、たくさんの若者を迎え、送り出してきたのでしょう。
そして今、受験生には厳しい勝負の冬がやってきました。自分の夢を実現しようと、真剣な顔で勉強する

(3歳以上向け 土曜14時～)

学生達の姿が、図書館にも増えていきます。笑顔の春が迎えられるよう、陰ながら応援しているところです。
桜が満開を迎える頃、若者達は新たなシーンに向けて旅立っていくのでしょう。我が子もまたそうでした。
みなさんの 2012 年はどのような 1 年でしたか？ 2013 年、干支では巳年。
巳という字は、胎児の形を表した象形文字で、蛇が冬眠から地上にはい出す姿を表しているものと言われ

鹿島駅に車で送ってもらう道すがら「桜のトンネルの方にまわってくれん？見ていきたい。」と娘が言い、回
り道したことが思い出されます。私自身もはるか昔、あの桜の下を歩く高校生のひとりでした。

「起こる、始まる、定まる」などの意味があるそうです。蛇は脱皮をすることから「復活と再生」を連想さ

歴史を振り返りそこに生きた人に思いを馳せることは、期せずして自分の生き方を振り

せ、神の使いと崇められているようです。一般的には執念深いなどと言われますが、意味を知ると、力が湧

返ることにつながるのかもしれません。
「鍋島直彬公展～その生涯」を、エイブル 2 階・

き起こる期待さえ感じます。新年を迎え、スタッフ一同、ご来館心よりお待ちいたします！！ Ｋ♡

床の間コーナーで現在開催中です。1 月末までの予定です。ぜひ足をお運びください。
図書館長

④

みんなで そだてる たのしい 「みんと」

①

野﨑千代美

本 はともだち 鹿島市民図書館

鹿島市民図書館だより 「みんと」 １３４号

鹿島市民図書館だより

年賀状の準備★

風、韓国風のおせち、おもてな

く、プラスαすれば家中の汚れ

消しゴムはんこや野菜はんこ、ち

を落としてくれる便利なそうじ道

ぎり絵の方法をわかりやすく紹介。

具になります。キッチン、バスル

年賀状以外にも季節の挨拶の絵

ームなどの汚れの落とし方を写

手紙の例が載っています。子ども

真つきで紹介。

むけの本です。

ブティック社：出

他にも
「ほどほど掃除のしかた」 辰巳渚：著 小学館：出
「カビを防いで快適生活」 吉田政司：著
幻冬舎ルネッサンス：出

「季節の絵手紙」

柴犬、カッパ、タモリなど…かわ

しのごちそうレシピなど年末年

いい動物やウケ狙いのものま

始に大活躍間違いなしの１冊

で箸袋を折って作れる全３２作

です。

品を紹介。合コンで、接待の場

「簡単おせちとごちそうレシピ」

で話のネタにオススメ。

堀江ひろ子：著 主婦の友社：出

寺西恵里子：作 汐文社：出

「おとなの箸袋おりがみおかわり」
しがり朗：著 主婦の友社：出

他にも
「PAN de OSECHI」 國府田亜希子：著 イー.エム.アイ.：出
「有元家のおせち作り」 有元葉子：著

他にも
「楽しく手作り芋と木と消しゴムの年賀状」
小町谷新子ほか：著 日貿出版社：出
「大きな字ですぐわかるはじめてのハガキ作成」
尾崎裕子：著

大掃除お助け！

忘年会、新年会に
そなえて

基本のおせちから、洋風、中華

天然素材の重曹は体にもやさし

「重曹でとことんおそうじ術」

「みんと」 １３４号

他にも
「お酒の席で嫌がられる人好かれる人」

メディアファクトリー：出

渋谷昌三：著

新講社：出

「オトナのたしなみ接待・おつきあい入門」

正月料理の参考に♪

アスキー・メディアワークス：出

図書館のクリスマス会で配るカードを４年生と５年生のサポーターのみ
んなで作りました。図書館のクリスマス会でもお手伝いをしてくれます。
みんなで楽しい時間を過ごしましょうね！

大久保直子：著 かんき出版：出

親子で作った
１１月１１日（日）に久納圭子先生（「え

巻き巻き絵本。

ほんを楽しむ会」主宰）を講師にお迎えし

みんな楽しい絵本が

て「親子で楽しむことば遊びと巻き巻き絵

できました！

本づくり」を開催し、１３組３２名の親子
が参加してくれました。ことば遊びをたっ
ぷり楽しんだ後は、世界にひとつだけの巻
き巻き絵本作りに挑戦しましたよ！

出来上がった
絵本の披露！
今回のプレゼント。何が
できたかは当日のお楽しみ～★

下記以外にも『ことり』小川洋子：著（小説）、『路(ルウ)』吉田修一：著（小説）、『怒らない働き方』川辺秀美：著（哲学）、『筆順のはなし』松本仁志：著（言語）、『しょうが』コウ ケンテツ：著（料理）などいろんなジャンルの本が届いています。

『けさくしゃ』
畠中恵：著
新潮社：出
江戸のベストセラー作家柳亭
種彦の正体はイケメン旗本の
お殿様・高屋彦四郎。腕っぷし
は弱いが、趣味人として名高
く、調子に乗って狂歌連で披露
した話が版元・山青堂の目にと
まり、戯作者デビューすること
に！新感覚時代ミステリー。

②

『ふれられるよ今は、
君のことを』
橋本紡：著
文藝春秋：出
楓はさえない中学教師。ひょん
なことから料理上手で年下の
彼氏を居候させることに。彼と
の生活は楽しいが、困るのは
時々彼が消えてしまうこと。
学校では問題児・市田君の面倒
を見ることになり…。

「みんと」 の みん は 「みんな」 の みん

『日本全国お魚事典』
山田吉彦：著
さかなクン：イラスト
海竜社：出
日本の食卓にかかせない魚。釣
りと料理が趣味の筆者が愛す
る魚について書き綴った文は
読んでいるとお腹が空いてき
そう。さかなクンのイラストや
ウンチクなどもわかりやすく
身近なお魚事典です。

③

『すてきな
ラッピングアイデア』
日高 麻由美：著
大泉書店：出
包み方やリボンの結び方やかけ
方を基本からていねいに解説。
撮った写真をオリジナルの包装
紙にするなどラッピング講師と
して活躍中の著者のアイデアが
満載。ラッピングが身近に感じ
られる１冊。

『HAWKS 2012
ありがとう小久保裕紀
引退記念特別号』
西日本新聞社：編集・出
激戦のＣＳ６戦のレポートや西
スポ紙面と写真で振り返るベス
ト１３試合、さらに今季限りで１
９年に及ぶプロ生活に終止符を
打った小久保選手の記録、手記な
どホークスファン必見の１冊。

ねぇ ねぇ みてみて みんなの 「みんと」

