鹿島市民図書館だより

「みんと」

１７８号
鹿島市民図書館

いきいきシニアレクリエーションコーナーに

■カンタン、便利なインター
ネットサービスを使ってみませ
んか？
■新しく届いた本
■訪問介護・ヘルパー向け情報
誌「へるぱる」が入りました

「へるぱる」が入りました。
高齢者介護施設向けのレクリエーション

2016年夏号の目次から…
*認知症ケア
*前かがみで腰痛にならないため
のコツ
*サービス中の「困った！」の解決
事例集
*病気と薬の知識
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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
Tel (0954) 63‐4343
Fax (0954) 63‐2217
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kashima.saga.jp
２０１６年８月２５日発行
QRコード

情報誌「レクリエ」の姉妹誌です。
訪問介護やホームヘルパーさんの悩みか
ら生まれた解決方法や役立つ情報がたく

【返却のお知らせ】

さん紹介されています。ぜひご利用くだ

----------------------------------------------利用者番号：０３４〇〇〇〇
----------------------------------------------＜貸出資料＞
＜返却期限＞
◇くまちゃん
16/09/15
◇アンマーとぼくら 16/09/15
◇ひんやりスープ 16/09/15
----------------------------------------------現在貸出冊数 3冊
-----------------------------------------

さい。

シニア向けの紙芝居もあります！
❤昭和のロマンス❤
「愛染（あいぜん）かつら」「金色夜叉（こんじきやしゃ）」

期限日までの返却をお願いします！
次の方が長くお待ちになっている場合もあります。

予約した本、早く読
みたいのになかなか
戻ってこない！

ご事情のため返すことがむずかしい場合はご相談ください。

「あきらめない」

◇古典名作◇
「安珍清姫物語（あんちんきよひめものがたり）」

まだ、夏本番には間がある頃だったと思います。あきらめが早すぎたなと、反省したことがありました。
それは、貸出カウンターでのことです。数冊の児童書を借りようと持って来られた初老の男性が、
「しんちゃんという男の子が出てくる戦争の話があったと思うのだけど？」

と、尋ねられました。たまたま児童書担当のスタッフがおらず、それくらいなら私でも対応できると、検

・開館時間・

祝日も開館！

＊ ９月１９ 日敬老の日
＊ ９月２２日秋分の日
＊１０月１０日 体育の日

・・・お休み

日 月
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９月
火 水 木
1
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13 14 15
20 21 22
27 28 29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24

索にかかったのですが・・・これがどうしてなかなかたどりつけません。

平 日9時30分～19時

「疎開の話で、女の子も出てきて、児童集会で読まれていた・・・。」

土･日･祝日は17時まで

等々、おぼろなご記憶に合いそうな何冊かを紹介するのですが、違うのです。題名や作者の名前は思い出

10月
日 月 火 水 木 金 土
1
＜―特別整理期間ーー＞
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

せないというその方は、あきらめた様子でお礼を言って帰られ、私は恐縮しながら見送りました。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～

も・・・
「あの本、わかりました！電話連絡を差し上げたので、今日とりにみえます！」
次の日、スタッフの１人が嬉しそうに報告してくれました。彼女は前日に私とともに本を探したあと、あ
きらめずに児童書担当に相談し、１冊の絵本にたどりついたのです。『えんぴつびな』長崎源之助作でし

た。『家が空襲で焼け、疎開してきた「わたし」はいたずら坊主の「しんぺいくん」と知り合う。仲良く
なったしんぺいくんは、鉛筆で小さなおひなさまを作ってくれたのだけれど、三人官女も作るという約束
を果たせず、空襲で亡くなってしまう。』切ない物語絵本です。男性は満足げにその絵本を抱えて帰って
いかれました。お孫さん用か、日頃取り組まれている読み聞かせ活動で使われたのか、それはわかりませ
ん。
また８月がやってきました。戦争関連式典が各地で行われています。でも、還暦近い私ですら戦争を知

片づけの基本は、出したもの、使ったものを元の場所に戻すというすごく簡単なこと。

らないし語れない。世界や日本のきな臭い動向におびえつつも、何をすればいいのかわからない。そんな

毎日の暮らしの中で「とりあえず」の仮置きがなくなればスッキリと気持ちのいい生活になりますね。

時代です。でも、たとえばお話を聞かせる、ニュースを話題にする、祖父母の話をする・・・そうしたこ

・・・でも、これがなかなか難しい！？
図書館でも、書架（本棚）の定位置に戻らない本があります。
本を読んで、戻す場所がわからない時は、お気軽に図書館スタッフにお尋ねくださいね。
(ｋ♡ )

④

みんなで

育てる

楽しい「みんと」

とならできそうです。自分のエリアでできるささやかなことが、時代の空気を動かす可能性を秘めている
のかもしれません。私達は私達の未来をあきらめるわけにはいかないのですから。
図書館長 野﨑千代美

本は

ともだち
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使ってカンタン・便利・楽しい♪

「みんと」１７８号

今 何を借りているか、一目で分かります

市民図書館ホームページのインターネットサービス

返す日が分かるので便利！

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

インターネットサービスのご利
用は「利用者カード」をお持ち
の方のみとなります。

まずは、新規パスワードの登録から！
貸出中のもの、図書館にあるもの。両方とも予約ができます！

予約もカンタン！

「新規パスワード登録画面」のページで、登録をおこなってください。
（https://www.library.city.kashima.saga.jp/WebOpac/webopac/pwdregist.do）
利用者カードのウラの番号

ココをクリック！

利用者登録をしている電話番号

お気に入り登録で好きな本を管理することができます
メールアドレスは必須

パスワード登録や利用方法が分からない場合は、お気軽に職員にお尋ねください！

これでインターネットサービスを利用するための手続きが完了です★

（電話でもお受けしています）
.

○○○ △

『昭和の親が教えてくれたこと』

『トットちゃんとソウくんの戦争』

森 まゆみ ：著
大和書房
昔の人がよく口にして
いた「もったいない」
「おたがいさま」「親
しき仲にも礼儀あり」
などの言葉は、周りの
人と仲良くつつましく
生きるための知恵。生
活のヒントが詰まって
います。
914.6モ

②

エッセイ

『大人のヘアスタイルＢＯＯＫ

記録・手記

みんとの「みん」はみんなの「みん」

『atelier+LIM（アトリエプラスリム）の3色ネイルの本』

『木村伊兵衛（いへい） パリ残像 』

“今”を生かせば、恰好いい！』

主婦と生活社
年齢を重ねた髪を自分
らしく楽しむための本。
ヘアスタイルの作り方
やきれいなグレイヘア
を作るためのコツなど。
ナチュラルにも、モー
ドにも、変化は自由自
在！

黒柳 徹子、
田原 総一朗：著
講談社
太平洋戦争が始まった
とき。黒柳徹子は小学
2年生。田原総一朗は
小学1年生。戦争の記
憶を背負って人生を生
きてきた二人の「戦
後」を振り返ります。
916ｸ

→背ラベルは本の住所です。住所は00１～999まであり、順番に本棚に並んでいます。

595.4ｵ

ヘアスタイル

木村 伊兵衛：著
クレヴィス
木村伊兵衛が愛用のラ
イカで映し出した戦後
まもないパリの街と
人々の姿。カラーの色
味の美しさを堪能でき
る写真集です。

atelier+LIM：著 KADOKAWA
ドラッグストアや100円均一ストアで買える
３色のポリッシュがあれば大丈夫！大阪で人
気のネイルサロンが簡単でかわいい塗り方や
モチーフを紹介。
595.4ｱ

ネイルアート
ねえ

748.ｷ

ねえ

みてみて

みんなの

写真集

「みんと」
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