鹿島市民図書館だより 「みんと」 ２５０号

開

連携展示あれこれ②
～他機関と連携しテーマに沿った本を集めて展示しました

202２ 年 10 月
日 月 火 水 木 金 土

図書館で読まれなくなった本
を無料配布します。
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202２ 年 11 月
日 月 火 水 木 金 土
6

7

1

2

8

9

3

4

９月 鹿島市福祉課連携展示
自殺予防週間『心のケア「知らせ
てほしい、心の SOS」』

９月 鹿島市保険健康課連携展示
『世界アルツハイマー月間』
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秋の読書週間

11/27（日）はかたらいが全館清掃で休
館のため、わ・わ・わぽっとでおはなし会
は１週早めて実施します。

あんころもち
対象：0～3 才
日時：毎週 火曜日 14 時～
会場：図書館 おはなしの部屋

対象：3 才～
日時：毎週 土曜日 14 時～
会場：図書館 おはなしの部屋

わ・わ・わぽっとでおはなし会
対象：就学前児とその保護者
日時：毎月 第 2 水曜日 11 時～
最終 日曜日 11 時～
会場：子育て支援センター

● 図書館でのおはなし会は予約制です。
参加ご希望の方は、電話または来館に
てご予約ください。定員は６人です。

１１月２２日（火）～２７日（日）

9：30～16：30
エイブル１階エントランスロビー
10 冊／１人

（ 火 ～ 金 ）9：30～19：00

・・・館長コラム「

としょかん川柳

（土・日・祝）9：30～17：00
※月曜日、２４（木）・２５（金）は休館

図書館内・冊数制限無し

作品募集期間
対

象

応募方法

10/20（木）～11/20（日）

どうぶつ

１８歳以上

１人

応募用紙またはメール

２句まで

応募された川柳は図書館で展示します。

今年も、整いました

新型コロナウイルス感染予防のため、手指の消毒・
マスクの着用・入場時の検温にご協力をお願いします。

」・・・

１０年ぐらい前でしょうか、“断捨離”がブームになり始めました。提唱者によれば、この語源は、ヨーガの行法

お題は

だんぎょう しゃぎょう

りぎょう

（行法：仏道を修行すること、また、その方法）である断 行 ・捨 行 ・離行にあるそうです。
～『断：入ってくる不要な物を断つ、 捨：不要な物を捨てる、 離：物への執着から離れる』～
断捨離は、この三つの原則をもとに、物を整理するだけでなく、暮らしや人生を変えていくプロセスとして提唱
された概念とされています。
他方で、ある作家は、“捨てない生きかた”を提唱されています。著書によれば、高価でなくても、古びていて

※詳細は１１月号でお知らせします。
土曜日のおはなし会

１１月１９日（土）・２０日（日）

※雑誌はありません。
※寄贈本は受け付けません。

10 11 12

『本をゆずる市』を行います。
館長コラム
職場体験報告
夏休み教室報告
連携展示あれこれ②
『としょかん川柳』作品募集

本をゆずる市

※新型コロナウイルス対策として人数を制限しますので、
混雑時は待ち時間が生じます。
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みんと

８月 鹿島市人権・同和対策課
『同和問題啓発強調月間』連携展示

休館日

鹿島市民図書館だより

も、愛着ある「モノ」をそばに置き、見たり手にとったりすることで、その当時の出来事を思い出すきっかけにな

司書のひとりごと…
栗、お月見、運動会…これは、図書館のカウンター
に並んでいる「どんぐりトトロ」のラインナップです。
利用者の方の手作りのどんぐりトトロは子どもたちに
大人気。私たち大人も癒されています。
２週間の休館を経て開館する図書館は、すっかり秋の装いです。
来館してくださる方が少しでもほっとできる空間になればいいなと
思っています。
本を読むのにぴったりの季節
です。
図書館でぜひ秋を楽し
んでください。（Y）

るとありました。なるほど、部屋の片隅で見つけた小物で、昔の思い出が蘇ることがあります。
私も以前は、断捨離の物理的な効果の「片づけ」にこだわって、実家の親に、要らないものを捨てたらどうか
と幾度か言っては、何も変わらない様子を諦めていました。しかし、この捨てない生きかたという考え方に触れ
てからは、申し訳なかったと反省し、片づけではなく、「モノによる回想の効能」に期待しています。
断捨離を追求するか、断捨離から派生したミニマリストのような生活を送るか、それとも、捨てない生きかた
でモノ（思い出の引き出し）に囲まれて生きるか。各々が好きな選択をすればよい問題ですが、個人的には、や
り過ぎない「整理・整頓」に魅力を感じます。辞書では、整理は「不必要なものを取り除くこと」、整頓は「物事を
整った状態にすること」とあります。生産現場などで職場環境を整えるた
サンエス

鹿島市民図書館
〒849-1312

めの“３ Ｓ 活動”も、「Ｓ：整理」、「Ｓ：整頓」、そして「Ｓ：清掃」の順番となっ
一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

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
④

みんなで 育てる 楽しい「みんと」

TEL：(0954) 63‐4343

FAX：(0954) 63‐2217

ています。
図書館では、年に一度の蔵書点検で「整頓」を追求し、１０月１日からの
新システムとともに、皆さまのご来館をお待ちしています。

２０２２年９月２５日発行

鹿島市民図書館長 市坪 秀明
本は ともだち 鹿島市民図書館

①

鹿島市民図書館だより 「みんと」 ２５０号

新

鹿島市民図書館だより 「みんと」 ２５０号
図書館では、教職員の方や市内在住の学生の職場体験を受入れています。今年度は夏休み期間に

着 図 書 案 内
毎週

職場体験に来られました！

とを実感されたようです。

曜日は、新着図書の日

貸出カウンター前は新着図書のコーナー
です。毎週金曜日には、約 100 冊の新着
図書がみなさんとの出会いを待っていま
す！ぜひ、借りに来てくださいね♪

３校３人の方が図書館の仕事を体験されました。貸出・返却だけではなく、多岐にわたる仕事があるこ

鹿島高等学校
8/19（金）・21（日）

うれしの特別支援学校
8/23（火）・25（木）

教職員の企業体験：１人

教職員の企業体験：１人

有田工業高校
8/23（火）～25（木）
インターンシップ：１人（２年生）

『本屋図鑑』
いまがわ ゆい／著

廣済堂出版

出勤から退勤まで、書店員の１日を細か～く
時系列で描いたコミックエッセイ。これを読め
ば書店員の仕事を疑似体験できます！図書館員
と似ているけどちょっと違うお仕事、のぞいて
みませんか？

↑新着 DVD 装備
←書庫への配架

『3 歳までのカンタンおうちあそびレシピ 50』
中山 芳一／監修

←雑誌装備

←巡回図書返却

日本能率協会マネジメントセンター

夢中になって楽しく遊ぶことで自然と集中
力や思考力が見につく！インスタで人気の身
近な材料でできるカンタンあそび厳選 50 を対
象年齢別に紹介します。保護者のかかわり方な
どを解説した専門家コラムも収録。

↑おすすめ本 POP

↑新着本装備

装備・・・図書館の資料として貸出できるように、バーコードや保護フィルムを貼ったりすること

ちょっとふしぎで、とっても楽しかった！夏休み教室
8/21（日） 『ふしぎ現象を楽しもう★身近なものからモノ作り』報告

『みずほ、迷走の 20 年』
河浪 武史／著

日経 BP 日本経済新聞出版

久しぶりに対面で行った小学生向け夏休みイベント。密にならないよう参加人数を少なくしたこともあり、申込受付開始から１日であっという間に定員になり

日本を代表する 3 つのトップ銀行が世界と

ました。「いったいどんなことをしたの？」と気になる方へ、イベントの一部を紹介します。

並ぶトップバンクになるという目標をもとに
統合したみずほ銀行。しかし度重なるシステム
障害、不良債権処理などの失敗はどこから始ま
ったのか。生々しい人間ドラマも交えて検証。

はじめは、講師の霜村満先生に
よる手品ショー！
一瞬、炎が出たときにはみんな

『いくつになっても「骨」は育つ！』
今泉 久美／著 文化学園文化出版局

高齢女性に多い「骨粗鬆症」。40～50 代のう
ちに骨を強くするために「骨育て」を始めまし
ょう。栄養の専門家が実践している、カルシウ
ム、ビタミン D、たんぱく質など、効率のいい
食べ合わせを紹介した骨粗鬆症対策レシピ集。

ビックリ！針を刺しても割れない
ふしぎな風船マジックのほか、フラ
ワーマジックやハンカチを使ったマ
ジックなどたくさんのマジックによ
るふしぎ現象にみんな魅了されま
した。
次に、身近にあるペットボトルキ

『ぼやいて、聞いて。』
塙 宣之／著

左右社

ャップでコマ作り。ぶれずに長く回
るコマを作ろうと頑張りました。

とりあえず、それはそれとして、ついでだけど、
なにはともあれ、結びになりますが、ぼやきたい。
「人付き合いが苦手」を公言するナイツ・塙宣之
が、つるまないけどちゃんと人と「関わる」こと
を大事にすることでたどり着いた人間哲学。

②

みんとの 「みん」は みんなの 「みん」

その後、完成したコマでコマ回し
大会！
水の入ったペットボトルの中で浮
いたり沈んだりするおもちゃ“浮沈
子”のお土産もありました。

ペットボトルキャップで作ったコマ

ねえねえ みてみて みんなの 「みんと」

③

