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★ラムサール条約湿地に肥前鹿島干潟が登録★地域の情報ひろばで紹介しています

鹿島市民図書館
★
★

ラムサール条約に関する本
『ラムサール条約入門～ラムサール条約マニュアル第4版～』
堀 良一ほか：監修、日本湿地ネットワーク、2008年

★
★
★
★
★

『渡り鳥生息地保全と鹿島の生物多様性 』
鹿島市建設環境部環境下水道課環境係：編、2013年
『愉（たの）しい干潟学』
ジポーリン福島菜穂子ほか：著、八坂書房、2014年

お盆休みも開館しています！
りょく いん

有明海コーナーもどうぞ！

「夏雲」
夏の子ども向けイベントの
お知らせ
田澤義鋪企画コーナー
新着本
ラムサール条約に関する本
開館カレンダー
としょかん日記

一般財団法人
鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
佐賀県鹿島市大字納富分2700-1
生涯学習センター エイブル内
<QRコード>
Tel (0954) 63‐4343
Fax (0954) 63‐2217
http://www.library.city.
kashima.saga.jp
２０１５年７月２５日発行

詳しくは４PのカレンダーへGO!!→

どく しょ

で涼しい夏を・・・

地域コーナーの奥にあります

今、図書館はゴーヤのグリーンカーテンが涼しくてとってもきれいです
よ～～暑い日は図書館でお過ごしください！

本にムツゴロウのシールを
貼っています。子ども向けの
絵本や図鑑も増える予定です。
夏休みの宿題に、ぜひ、使っ

地元に帰省中の方も図書館へどうぞ！

てくださいね。

館内で本や雑誌を読んだり、ＤＶＤを見たりＣＤを聞いたりすることができます。子ども
向けのおはなし会（土曜日、０才向け＝火曜日、０～３才向け＝第１・３水曜）もありま
す！久しぶりのふるさと、久しぶりの図書館に、遊びに来てくださいね！

「夏雲」
開館します
*お盆休みも開いています！
*8/2７（木）…館内整理日です
が夏休みのため特別開館
祝日も開館！
＊９／２１(敬老の日）、２２（国民の休
日）、２３（秋分の日）

・・・お休み
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いっぱいに水を張った田んぼが青空を映し、一列に並んだ苗の間を風が吹きわたっていく…雨続きで
開館時間
9時30分～19時
土･日･祝日は17時まで

したが、このごろやっとそんな光景が見られるようになってきました。
「夏の雲は忘れない」という朗読劇が来月エイブルホールで行われます。７０年前のヒロシマ・ナガ
サキがテーマです。それにあわせて玄関ロビーで資料展示をしようと図書館でも準備をしています。鹿
島小学校が長崎の被爆者を受け入れ、市民が治療にあたったことはご存じの方も多いでしょう。数年前

♪おはなし会 好評開催中♪
あんころもち（0才）
火曜

14時～

にその当時の校務日誌や資料を展示したことがありましたが、今年はそれに加えて当時の鹿島の様子が
伺える写真等の展示を行います。
セピア色の写真の中で、屈託のない笑顔を見せる子どもたち。出征家族支援ということで学童たちが

きびだんご（0～3才）

掃除などを手伝っていたとか。緊張した面持ちでカメラの前に座る人達、農作業…日常の風景写真をつ

第1・3水曜14時半～

づり合わせて戦地に送っていたそうです。その小さな写真集をポケットに忍ばせて、望郷の一念でソ連

おはなし会（3才～）

の抑留生活を耐えぬき、ふるさと鹿島に帰り着いた方もおられたとか。そして、長崎原爆投下数ケ月前

土曜14時～

に、浦上の長崎医科大学(現長崎大学医学部)から鹿島に貴重な蔵書が疎開し、すんでのところで焼失を免
れた事実…今回はそうした資料もご覧いただけます。
モノクロ写真の中の過去は静止しているけれど、今と同じように青空の下風が吹いて緑がそよぎ、
人々は穀物の実りや子の成長を喜び、家族の死に涙したのだろうと思いを馳せます。思いを馳せること、
想像力を働かせること…今、その必要を感じます。インターネット上には饒舌で声高な言葉が飛び交い、

先日、多くの方の前で絵本の読み聞かせをする機会をいただきました。
初めてではなかったのですが、やはり緊張するものですね。子ども達もしっかり聞いてくれて、
とてもいい経験になりました。いよいよ夏休みですが、長いお休みはいろんなことに挑戦するチャンス
です。いつもはできないことにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
ちなみにわたしはいつかダイビングライセンスの習得にチャレンジしたいと思っていますが・・・
いつになることやら。<K>

④

みんなで

育てる

楽しい「みんと」

既読の文字に追い立てられ･･･あふれる言葉の中で、行間も想像力も時として歪んでしまいそうです。
梅雨明け、夏本番も間近。図書館には、自分や時代を見つめ直すきっかけも色々用意されています。
どうぞひと息つきにおいで下さい。
図書館長 野﨑千代美

本は

ともだち
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なつやすみ子どもイベント
ストローがいろんなものに大変身！さあ、なにができるかはお楽しみ・・・！

理科、科学、有明海や生物多様性、ラムサール条約など
の質問、自由研究のアドバイスなどの相談コーナー
です！

８月２０日（木）午後２～４時

８月８日（土）
午後１～４時

申し込み開始：７月１９日（日）９時３０分～
図書館のカウンターまたは電話にてお申込みください
（☎63-4343）

場所：図書館の和室
担当：藤井 直紀さん（佐賀大学特任教授）
中村 安弘さん（干潟展望館チーフ）
申し込み：不要

場所：エイブル３階 研修室
対象：小学１年生～３年生
定員：２０名
参加費：無料
持ってくるもの：はさみ・のり・サインペン

昨年の様子

‣担当が変わることがあります
‣希望者が多い場合はお待ちいただくことがあります。

★郷土の偉人 田澤義鋪（たざわ

よしはる）生誕130年記念コーナー★

7月25日（土）の記念大会やパネル展に合わせて、田澤さんに関する本のコーナーと
書簡（しょかん）などの展示コーナーを設置しました。ぜひご覧ください。
パネル展（エイブル１階 エントランス）

と き：7月31日（金）まで

記念大会（エイブル２階 エイブルホール）

と き：7月25日（土）13時30分～17時45分
ところ：エイブルホール
内 容：映画「次郎物語」上映や芸能発表など

本のコーナー

初公開の書簡（しょかん）の展示

新着本
『ホームメイドアイスバー』

『よれよれ肉体百科 』

エッセイ

②

群 ようこ：著
文藝春秋
よれよれである。しかし
私はひるまない！群さん
が体のよれよれ56か所
の開き直り方を教えます。
自分の体のよれよれに、
こんなに笑ってしまうな
んて…。群さんのユーモ
アセンス、さすがです！

「みんと」の

みんは

「みんな」の

料理

みん

荻田 尚子：著
主婦の友社
特別な器具や型がなくても
大丈夫！紙コップや牛乳
パックなど身近なものを型
にしたアイスバーの作り方
を紹介。アルコール入りの
大人向けのレシピもありま
す。

『誰かに話したくなる珍名いきもの１２４』

『かいのどうぶつえん
割らない、塗らない、削らない。天然貝でつくる動物たち』

北嶋 廣敏：編著
藤田 和生：画
世界文化社

生物

オジサン？カッポレ？
ヤブレガサ？？全部生
きものの名前なんだそ
うです。124種の珍名
いきものをイラストと
ともに紹介。

玩具

ねえ

ねえ

みてみて

みんなの

角田 元：著
グラフィック社
小さな貝を組み合わせて動
物の骨格や肉づきまで再現。
つくり方を見るだけでもワ
クワク、たのしい1冊です。
夏休みの思い出に、作って
みてはいかが？

「みんと」
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