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★イベント★ なるほど！そんなコツがあったのか！？ 

「地域の情報ひろばコーナー」に 
むら・まちづくり総合誌 
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★ 子どもの読書週間イベント 

★ 新着本 

★ 新生活応援します！ 

★ 地域の情報ひろばに 

  「季刊地域」が入りました 

★ としょかん日記  
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鹿島市民図書館 

・開館時間・ 
9時30分～19時 

土･日･祝日は17時まで 

 

・おはなし会・ 
 あんころもち（0才） 

火曜 14時～ 

きびだんご（0～3才） 

第1・3水曜14時半～ 

おはなし会（3才～） 

土曜14時～ 

・・・お休み 

４月になると何だかソワソワ。入学や進学・就職といったニュースを耳にするたび、新しいこと始めな

きゃという気分になってしまう人も多いのではないでしょうか？私もそのひとり。でも、何を始めたら

いいかわからない…。そんな時には図書館にぜひお越しください。何かを始める出会いがあなたを待っ

ていますよ～。絵画・スポーツ・手芸にDIY…詩や小説を書くのもいいですね♪私は運動を始めたい… 

いや、始めるぞ！！（M） 

「図書館を知ってもらうために」 祝日も開館！ 
＊４月２９日（昭和の日） 
＊５月 ３日（憲法記念日） 
＊５月 ４日（みどりの日） 
＊５月 ５日（こどもの日） 

 ひそかに新番組が始まっているのをご存知でしょうか？ケーブル鹿島ＴＶのことです。「ケーブル ｄｅ 

みんと」という名前で、番組というよりコーナーといった方がふさわしいかもしれません。放映時間は１０

分から１５分、水曜と木曜の「かしまんニュース」の中で流れています。 

 内容は月替わりで様々です。新着本などの資料紹介やコーナー紹介がメインの時もあれば、企画やイベン

トの告知、図書館ＨＰの使い方…ｅｔｃ。出てくる職員の顔も月替わりです。それぞれ担当している分野が

異なるのでバラエティに富んだ内容になっていくはずです。ちなみに3月は古文書史料に詳しい学芸員の担当。

大正時代に北鹿島を襲った高潮、有明海に迷いこんでいた鯨（？）の話…そういった事実に関する資料紹介

を行っています。今後、内容によってはパペットが本を紹介したり、お得なコーナーを紹介したり、楽しい

番組にしていきたいと思っています。 

 本来、図書館職員はシャイなタイプが多いのです。実は、1月に私も同じケーブルＴＶでインタビューを受

けました。撮影が終わって「撮った画像見せますねー」とカメラマンさんが差し出したカメラの画面をのぞ

き込んだら、思わず「うわっ」と声が出て一歩引いてしまいました。実際、自分の顔が画面に大写しになる

とぎょっとします。そして「カメラ近いよーアップはやめてくれー」と言いたくてもぐっと飲み込みました。

引き受けた以上、「まな板の上の鯉」の覚悟はできています。 

 ＴＶだけでなく、この紙面「みんと」や回覧板、ＨＰやツイッター、メールマガジンなど、今後も様々な

方法で、広く図書館や本のことを発信していくつもりです。機会があればケーブルＴＶ新番組「ケーブル ｄ

ｅ みんと」で、覚悟を決めた図書館職員の姿を是非ご覧下さい。 

  

                           図書館長 野﨑千代美  

「野菜づくりの本紹介とDVD「直販所名人が 

教える野菜づくりのコツと裏ワザ」上映会」 

と き：４月19日（火） 

じかん：10：00～12：00 

ところ：エイブル１階 いきいきルーム 

申し込み：不 要      （保健センターの中） 

さあ、野菜づくりの季節がやってきました！ 

図書館の職員と農文協のスタッフが、野菜づくりにおススメの本や雑誌、

カンタンなコツを紹介します！ 

家庭菜園をされている方もぜひご参加ください。 

「季刊 地域」が入りました！ 

 きか ん    ち い き 

おしらせ 

2015年 春号  

特集「草刈りを担うのは誰だ」 
 
2015年 夏号  

特集「にぎやかなむらに！ 空き家徹底活用ガイド」 
 

2016年 冬号  

特集「灯油代もガス代も電気代も域外流出ばかりじゃもったい    

        ない 熱エネあったか自給圏構想」 

「季刊 地域」とは 

農・山・漁村に暮らす人々と都

市の人々をつないだ地域づくり

の取り組みを紹介する総合実用

誌です。その地域ならではの産

業や歴史と伝統を活かした仕事、

暮らしなど、地域再生を「人々

の共感」のもとに取り上げてい

ます。ぜひご一読ください。 

野菜のスイー
ツや料理の本
なども紹介し
ます★ 
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たのしいイベントがいろいろあるよ。みんなで遊びに来てね！ 
 

『いいかげんに、生きる』 

心屋 仁之助 :著 

朝日新聞出版 

ついつい心や体を痛め

てしまうがんばりやさ

んへ、人気カウンセ

ラーが贈る「気づく・

わかる・やる・ゆだね

る」の小さな提案。動

物や景色の写真に心が

なごみます。 

『マダムシック パリ スナップ  

                                       大人のシックはパリにある 』  『邪眼  うまくいかない愛をめぐる4つの中篇 』 

ジョイス・C オーツ：著  

栩木 玲子：訳 

河出書房新社 

ゴシック・サスペンス

の女王、ジョイス・

C・オーツが”うまく

いかない愛”をテーマ

に自ら選んだ中篇小説

集。 

『俺たち妊活部 パパになりたい男たち101人の本音』 『かんたんに焼ける！かわいいキャラクターのちぎりパン』  新 着 

umi：著 

ブティック社 
リラックマ、リサとガ

スパール、機関車トー

マスなどのキャラク

ターや動物など、人気

のちぎりパンのレシピ

がいっぱい。親子で

作ってみたい！ 

料 理 

主婦の友社 

シックとは、のびや

かに人生を楽しむこ

とであり、生き方そ

のもの。58～７８才

のマダムたちの装い

や彼女たちの暮らす

アパルトマンを紹介。 

小 説 ファッション 人生訓 妊娠・出産 

村橋 ゴロ―：著 

主婦の友社 

借金まみれのどん底

ライターが挑戦した

不妊治療。男性なら

ではの悩み、パート

ナーへの思い、パパ

になりたい夢など、

不妊治療を経験した

男性への取材も多数。 

★募集のおしらせ★ 

図書館サポーターになってみませんか？ 
小学生の子どもたちに図書館のことを知ってもらい、より親しんでもらえる

よう「子ども図書館サポーター」を募集します。  

みんなで図書館の仕事やイベントのお手伝いをしてみませんか？いろんな体験

をしたりお友だちが増えたり。きっと楽しい１年になりますよ♪ 

応募期間：４月８日（金）～４月２２日（金）  

対 象：市内の小学校４年生 

人 数：５名ほど 

活動期間：５月から１年間 *希望者は更新あり 

      （年に7～8回の活動です） 

     *くわしくは図書館へおたずねください！ 

本を借りるときのレシートを貼って、いつどんな本を読んだのか

分かる手帳をつくりました。 

たくさん読んで、あなだたけのどくしょ手帳をつくってね★ 

第５８回こどもの読書週間 

              「四角い本に まあるい心」 

★４月２３日～５月１２日★ 

● としょかんビンゴ ４月30日（土）～５月５日（祝・木） 

● おはなし会 ４月３０日（土） 

１冊借りると、スタンプが１つもらえます。 

ビンゴを集めると、プレゼントがもらえます。 

いつもは読まない本を手にとって、たのしさを味わってみてね！ 

今年はちょっと新しいおはなし会をけいかく中♪ 

 

  新企画！おとなもあるよ♪ 

● どくしょ手帳 

くわしくは 

来月号の「みんと」 

でお知らせします。 

おたのしみに！ 

 

入学、就職、単身赴任、そして退職したあ

とのセカンドライフのはじまり・・・。 

春はスタートの季節ですね。 

２つの展示コーナーで新生活に役立つ本を

紹介しています。ぜひご利用ください。 

入口正面コーナー→ 
「春から新生活」 

シニアコーナー→ 
「セカンドライフ」 

ピッカピカの 

応援します!! 

★ワクワク体験★ 

●「一日図書館職員」になってみませんか？ 

と き：５月1４日（土） 

じかん：  9：30～11：30（小学1～3年生） 

    13：30～16：00（小学4～6年生） 

応募期間：４月８日（金）～４月２２日（金） ＊12名募集です  

申込方法：小学校で配布されたチラシについている応募券を、図書館の応

募箱に入れてください。チラシは図書館にもあります。 

*５月２日（月）は休館日 

カウンターの仕事に挑戦！ 

新しい本の受け入れ作業 イベントのプレゼント作り 
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