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中高生対象プレゼントクイズのお知らせ
館長コラム
第 11 回天の川お星さまおはなし会
蔵書印でたどる鹿島図書館のあゆみ
～学芸部だより～
■ ネット予約を使ってみませんか？
■ 私と図書館 ～Vol.8～

私と図書館
～Vol.８～

第２０１号

良い街には、良い散歩道と良い図書館が必要だ。
共に、今必要だと思わなくても、いつか心の中を振り返る時に過去を照らし明かし、未来を見つ
ける光となるからだ。
（山奥の住人様）

クイズ正解者の中から抽選で
雑誌の付録をプレゼント！

中学・高校時代、学校帰りに友だちとよく利用しました。
閉館までの一時間程、ヤングコーナーにずっと居座っておしゃべりしたり、イラストを描いて投
稿したりして、本は全く借りませんでしたが、とても楽しく過ごした思い出があります。
（みーちゃん様）
みんと 3 月号の館長コラムにあった「本は人生の羅針盤」という言葉で、私も投稿しようと思
い立ちました。
私が鹿島市民図書館によく通うようになって 10 年ぐらい。その頃は児童書にはまっていまし
た。作家 N さんのシリーズがおもしろく、一気に全巻読破。N さんへは手紙まで書いてしまい、
返事をもらったことは嬉しかったです。また、たまたま読んだ時代小説のおもしろさに、次から
次へ読みまくった頃もあります。色々と作品があるので、迷ったときはレファレンス。自分では
見つけられないような本もしょうかいしてもらえるのがありがたいです。
私は大人になってから本を読むようになりました。図書館を１周してみて、その時々で自分の
波長に合う本を選んでいるかなと感じます。そんな私の好奇心を満たす図書館です。
（よつ葉様）


応募期間：
応募方法
応募対象者

8.1WED

→

8.29WED

館内にある応募用紙にクイズの答えと必要事項を記入して、応募箱に入れてください。

中学生・高校生

図書館までプレゼントを取りに来られる方
プレゼントの受け取りは 9.1～9.26 まで

当選者の発表は、9.1SAT！当選者のペンネームを館内に掲示します☆

「ウナギ捕り」
小学生の頃、梅雨の時期の遊びと言えばウナギ捕りでした。使う道具は「ウナギてぼ」と呼ばれる竹で
編んだ長い筒状のカゴで、ウナギがいったん入ると出られない構造になっています。学校から帰宅する
と、直ぐに近くのミカン畑や茶畑に出かけます。ウナギの餌にするミミズを採取するためです。木の根
・・・お休み
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８月の館内整理日はありません☆彡

平

開館時間 ●

日：9 時 30 分 ～ 19 時

土日祝：9 時 30 分 ～ 17 時
おはなし会 ●
会場：館内おはなしの部屋
●

あんころもち（0～３才）
火曜 14 時～
おはなし会（3 才～）
土曜 14 時～

本に敷き詰められた藁をかき分けてミミズを探します。腐食しかけた藁の下が狙い目で、丸々と太った
ミミズを見つけたら周囲の藁と一緒に持ち帰ります。
ミミズと藁が準備できたら、いよいよ仕掛け作りです。仕掛けと言っても、
「てぼ」の中にミミズと藁
を入れ、竹製の入り口（蓋）をはめ込んで紐で縛るだけ。
「てぼ」は全部で 5～6 本持っていたと思いま
す。小遣いを貯めて自分で買ったものもありますが、大半は祖父母にねだって買ってもらったものでし
た。仕掛け作りを終えたら、
「てぼ」を自転車の荷台に載せ、いざ川へ出発です。川幅の広い本流は、流
れが速すぎたり深かったりして、小学生の子どもには少々危険すぎます。そこで、小学生は川幅が狭く
比較的流れが穏やかな支流（小川）に仕掛けるのが常でした。川の深さや流れ方を見定め、ここぞと思
う場所に「てぼ」の入り口を下流に向けて沈めます。そして、流されないように川底の石を重し代わり
に載せて設置完了です。仕掛けた場所をしっかり記憶したら、翌日の成果に期待を膨らませながら帰路
に就くわけです。

鹿島市民図書館

暑い夏こそ！図書館へ！！

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
鹿島市生涯学習センター エイブル
http://www.library.city.kashima.saga.jp
Tel (0954) 63‐4343
Fax (0954) 63‐2217
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生活の一部に図書館をとり入れてみてはいかかですか？
いろんな世代の方がホッとひと息つける場所に…。
ゆっくり館内を巡って見てください、ところどころに
足をとめたくなるコーナーがあります。
みなさんのＭｙ本棚として、ご活用くださいね。 ｋ♡

④

みんなで 育てる

翌朝は 6 時頃から起きだして「てぼ」の回収に向かいました。「てぼ」にウナギが
入っていると、川底から引き上げるときにウナギが暴れてビクッと大きく揺動しま
す。この揺動を感じた瞬間の喜びや興奮は今も鮮明に覚えいます。今や絶滅危惧種
になってしまったニホンウナギ。小学生時代に貴重な成功体験を与えてくれた恩人
（鰻？）です。ちなみに、ウナギのことを英語では「eel」と言います。中学時代の
先生が「誰でも書ける一番簡単な英単語」として教えてくれました。
筆記体で書くとガッテン！ですね。

楽しい「みんと」

本は ともだち 鹿島市民図書館

図書館長

前田英明
①
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蔵書印でたどる鹿島図書館のあゆみ

天の川お星さまおはなし会（報告）2018.7.8(日) 保健センター内いきいきルーム
おはなしボランティアの方や図書館サポーターさんによる、絵本・エプロンシアター・パネルシアター・

～

学芸部だより ～

第２回「藤津図書館印」

マジック・100 周年クイズなどなど盛りだくさんのおはなし会。赤ちゃんから大人の方までおはなしの世界

巡回文庫をはじめた藤津郡教育会は明治 44 年

を楽しんでくれました。声を出したり、しんみりしたり…。時間はあっという間に過ぎてしまいました。

（1911）に明治天皇即位五十年の紀念事業として
通俗図書館設立を計画します。しかし、直後に明治
天皇が崩御したため、図書館設立は延期されます。
そして、大正 4 年（1915）、今度は大正天皇即
位紀念事業として、図書館を設立することにしま
す。大正 7 年 11 月 10 日に建物が落成しました。
11 月 25 日に開館し、12 月 1 日に開館式が行わ
れました。大正末年までは 11 月 10 日が創立記念
日になっていました。
こうして開館した藤津図書館は、佐賀図書館の分館を併設していたため、藤津図書館と佐賀
図書館藤津分館の２つの看板がかけられていました。この時期、唐津や鳥栖にも佐賀図書館の
分館が併設・設置され、県内に図書館が広がっていきました。
藤津図書館の蔵書印は、藤津図書館が購入、あるいは寄贈された書物に捺されています。藤
津分館の書物は佐賀図書館の巡回図書であるため、藤津分館用の蔵書印はありませんでした。

使い方いろいろ

ネット予約を使ってみませんか？

1

まずは、新規パスワード
登録からスタート！

2

利用者番号、氏名、生年月日、
電話番号を入力。

3

パスワード（好きな英数字
4 桁以上）を入力。
「登録す
る」をクリックして、準備
完了。次回からは、
「ログイ
ンする」で OK！

テレビや雑誌で紹介されて、読んで

予約の連絡をメールにしているので、

みたいなと思った本を図書館のホー

準備ができたらメールが届きます。昼

ムページで検索。あればすぐに予約

休みや仕事帰りに借りに行けるから

できるので、便利です！

時短になりますよ♪

仕事に必要な本 をお昼休みに検索し
て、予約。早ければ、その日の仕事帰り
【利用者カード】

0000000

【裏面】

※利用者番号とは、利用者カード裏面のバ
ーコードの下にある 7 桁の数字です。

『アジアの麺』

『遊べる列車 100 選』

②

※メールアドレスをお持ちの方
は、メールアドレスを登録すると、
予約連絡がメールで届きます。

谷崎 竜：著
イカロス出版

ワタナベ マキ：著
主婦と生活社

列車の車内で料理を楽
しんだり、特別な客室
でくつろいだり…。展
望列車やグルメ列車、
SL 列車やトロッコ列車
など、日本全国の「遊
べる列車」の利用法や
楽しみ方を紹介。旅の
計画の参考にどうぞ！

暑い夏に麺類はいかがで
すか？食欲をそそる香り
とつるんとしたのどご
し！著者が旅先で出会っ
たアジアのおいしい麺を
紹介。各国の人気料理と
麺を合わせたオリジナル
レシピやお手軽スイーツ
のレシピもあります。

みんとの 「みん」は みんなの 「みん」

『噛みあわない会話と、
ある過去について』

に受け取れるので助かってます！
※貸出中の場合は、しばらくお待ちいただきます。

『50 代から生涯暮らすリフォーム』

辻村 深月：著
講談社

天野 彰 ：著
天野 彰人：著
KADOKAWA

誰でも経験したことの
ある記憶の食い違いや
噛みあわない会話。それ
を巧みな心理描写で人
間関係のリアリティを
描いた、ちょっと怖い、
嫌な後味を残す４話の
短編集。

人生 100 年時代。折り
返し地点の 50 代から楽
し く快適 に過 ごすた め
の リフォ ーム 術をア ド
バイス。写真とイラスト
でわかりやすく 47 の手
法を提案。目からウロコ
のアイデアが満載です。

ねえねえ

『ニッカウヰスキー
アレンジレシピ』

みてみて みんなの 「みんと」

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ株式会社：監修
ワニブックス
ロック、水割り、ハイボ
ールだけではないんで
す。楽しみ方が広がって
いるウイスキー。新しい
飲み方だけでなく、ウイ
スキーに合う簡単おつま
みや大人のスイーツなど
のレシピが紹介されてい
ます。

③

