一度読んでみて欲しい雑誌を紹介

雑誌が愉しい
雑誌の過去と未来
対談・サブカル雑誌
「雑誌は本当に必要なのか？」
すべての雑誌を愛する人へ
「古い雑誌は絶対に捨てるな！」
寄稿
教えて！鈴木先生
婦人雑誌のリッチな世界

毎年、7月21日〜8月20日は日本雑誌

先駆けて雑誌オーナー制度を創設し
協会が定める雑誌愛読月間だそうで
す。

た歴史もあります。ただ今の所蔵数
は中央276種類、今立56種類。その中
越前市図書館は県内でも雑誌の所蔵

から今回は、友の会事務局員がお気
が豊富で、また2007年12月、全国に

に入りの１冊をご紹介します。

えほんの雑誌︒絵本の雑誌
といえば﹁ＭＯＥ﹂が有名で
ある が︑ お 話し 会の プロ グ ラム
作り のヒ ン ト︵ 最終 判断 は 自分
です るべ き です が︶ も織 り 込ま
れて いる ︒ 作家 から のメ ッ セー
ジや絵本関係者の連載︵勿論テー
マは 児童 文 学に 関す るも の ︶も
丁寧 に掲 載 され てお り︑ 雑 誌で
は勿 体な い な︑ と常 々感 じ てい
る１ 冊︒ 絵 本好 きに はお す すめ
です︒︵長︶

この本読んで!

雑誌といえば︑時期が過ぎ
れば紐で縛って資源回収へ⁝
とな ると ころ ︑ 年も 捨て られ
ずに ガレ ー ジに 鎮座 し てい るの
が サイ エ ンス ︵ 現 在 日経
サイ エン ス ︶ であ る ︒中 学生
の頃 ︑コ ヨ ーテ の写 真 に惹 かれ
て手 にと っ た︒ メイ ン であ るは
ずの研究記事はさておき︑﹁ぶっ
くれ びゅ ー ﹂が それ だ けで も本
に成 りう る ほど 素晴 ら しい ︒養
老孟 司氏 が 海野 和男 氏 の﹃ チョ
ウの 世界 ﹄ をそ れは 丁 寧に 書き
上げ てい る ︒何 度読 ん でも 飽き
ない ︒ 海 野氏 の写 真 集が そう
であ るよ う に︒ 現在 は どう なっ
てい るの だ ろう と︑ 最 新版 を手
にと る︒ あ った ！︵ タ イト ルが
カタ カナ と 英語 にな っ てい る︶
科学 に対 す る憧 れと ︑ 学 へ
のひ たむ き さが 時を こ えて こん
なにも人をひきつける︒︵澄︶

日経サイエンス
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数ある雑誌の中で︑どの雑
誌がお気に入りか１冊を選ぶ
のは難しい︒しいて言えば﹁歴史
読本﹂を選びたい︒なぜなら︑最
近︑歴史小説をよく読むようになっ
たので︒一口に 雑誌と言っても ︑
経済雑誌︑女性向け雑誌︑男性向
け雑誌︑歴史物︑趣味︑健康︑パ
ソコン関係に加えそれぞれの年代
に合わせ︑雑誌が発売されている︒
２︑３年ほど前までは︑﹁プ レ
ジデント﹂︑﹁日経ビジネス﹂︑﹁週
刊東洋経済﹂等をよく読んでいた
が︑現在は他の雑誌と等間隔で読
んでいる︒
今 は ︑自 分の 年齢 に よる か も
しれ な いが ︑定 期的 に 読む の で
はな く ︑気 にな った 記 事が 出 た
時に ︑ その 雑誌 を読 ん でい る ︒
︵上野︶

歴史読本

いつも手にとるのは美容院
で・・・︒
極上の宿や︑美しい盛り付けの懐
石料理︑着物︑アクセサリーなど
の贅沢な写真を眺めながら出かけ
たつもり︑いただいたつもり︑身
にまとったつもり・・・
季節の花や風物詩を紹介する日
本語の奥深さにはっとすることも
しばしば・・・︒でも一番好きだっ
たのは︑高峰秀子さんの事を書い
た斎藤明美さんの連載でした︒現
在は 安井かずみのいた時代 の
コーナーがお気に入りです︒
髪 が整 って ︑ 現実 にも ど るま
での 月に 一度 の シン デレ ラ タイ
ムを 演出 して く れる ︑私 の 大事
な一冊です︒︵杏理子︶

婦人画報

!!

最近︑ＴＶ番組でよく
紹介される歴史の謎や歴
女に代表されるように︑プチ
歴史ブームです︒そこで私が
お薦めする雑誌が﹃歴史読本﹄
です︒サブタイトルに﹁歴史
の楽しさ再発見 ﹂とあるよ
うに︑既に教科書等で知られ
ている史実を︑新しい観点で︑
やや専門的ながらわかり易く︑
写真と図︑文章で紹介してい
ます︒
毎 月様 々な テ ーマ を題 材
にし てい ます の で︑ 自分 が
興味 のあ る部 分 があ りま し
たら ぜひ ご一 読 くだ さい ︒
︵小林

歴史読本

ア ウト ドアや 環境問 題︑ 動植物
の保護に関する月刊誌︒
最 近始めた 本の整 理で︑ ２５０ 冊ほど
の ＢＥーＰ ＡＬを 断腸の 思いで 廃棄し
た︒
長 年買い続 け︑溜 め込ん だ我が 家のア
ウトドアの履歴でもあった︒
子供たち が幼稚 園から 小学校 低学年
の 頃︑我が 家は晴 れの日 といえ ば︑車
に テントと 炊事道 具を積 み込ん でキャ
ンプ地や高原めぐりをしていた︒
ち ょう ど アウ ト ドア ブ ーム の 走り で ︑
雑 誌からの 道具の 知識や キャン プ場で
の ほかの家 族の持 ち物に ︑見る もの見
るもの興味津々であった︒
子 供も成長 しＢＥ ーＰＡ Ｌに お世話
に なること も少な くなっ たが︑ 今立１
０００年の森・﹁あやしい探検隊・椎名
誠 ﹂氏との 交流や ︑敦賀・ 中池 見湿地
の 笹木智恵 子さん がＢＥ ーＰＡ Ｌに掲
載されたことなど・ ・・
いろいろと楽しい︑毎月の発行が
待ち 遠し い雑 誌で あっ た︒ ︵ｍ ︶

ＢＥ−ＰＡＬ

目 を細め ︑じっ と私を 見
つめる﹁好きよ﹂
我が家の猫は私に色目を使いま
す︒
﹁ ねこのきもち﹂でそう学び ま
した︒
この雑誌は数あるねこ雑誌の中
でダントツの人気です︒
お値段は高め︑本屋さんでは買
えません︒
発売元はあのベネッセ︒
ねこのためのわかりやすく︑て
いねいな学習書なのです︒
しっぽの振り方やしぐさ一つで
も専門家が解説し︑ねこの気持ち
を教えてくれます︒
顔面マッサージと歯みがきの記
事を参考にして︑さっそく施して
やりました︒
でも歯みがきは至難のわざです︒
姉 妹 雑誌 に﹁ いぬ の きも ち ﹂
があ り ます が︑ まる っ きり 興 味
がわかない私です︒︵美︶

ねこのきもち

のも最高︒そこでのブックハンティングな
んかはワクワク︑ドキドキの世界ですよ﹂
﹁特に 年代から 年あたりは雑誌の黄金
期とも言われているよね︒初期の宝島とか
ＰＯＰＥＹＥとかは今でも高価で取引され
てるくらいだから・・・︒いわゆる雑誌の
名作だな﹂

﹁そうそう︑いわゆる女の子たちの雑誌の
内容はスイーツ︑雑貨︑ファッション︑アー
ト︑ギャラリーなどでしたが︑ｒｅｌａｘ
や東京人︑Ｃｕｔなんかは一味違うよな﹂

﹁僕はＳＴＵＤＩＯ ＶＯＩＣＥなどは今
でも特集によっては大事に保管してますね︒
サブカル系の雑誌の特集ってのは︑やはり
編集サイドの着目点とセンスが売り物でし
たから﹂

﹁Ｏｌｉｖｅのカフェ特集なんてのも意外
とよかったですよ﹂
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﹁芸術︑文化の発信源としての雑誌は広く
支持されていたと思う︒読み手側が雑誌を
マニアックなサブカル系雑誌について
選んでいるような錯覚もあるけれど︑じつ
︵ある日の編集会議より︶ は雑誌によってライフスタイルまでもコン
トロールされてるわけで︑そこのところが
むしろ快感なんだよ﹂
﹁ やっぱりＢＲＵＴＵＳの雑誌特集なんか
は本好きな連中にはたまらなかったですよ ﹁おいおい︑あまりディープな発言はマニ
ね︒クセのある個性派本屋さん紹介なんて アックすぎて図書館の会報としてはどうな

雑誌は本当に必要なのか・・・？

﹇文﹈郷田三郎

趣味に迎合した専門雑誌は数え切れないほど
発行されていますが︑いわゆる一般的な雑誌の
売上は激減しているそうです︒もちろんこの原
因は昨今の不景気も大きく作用してはいますが︑
ＰＣで情報を得る人が圧倒的に増加してきてい
るのも事実でしょう︒わざわざ本屋に行かなく
てもエンターキーひとつであらゆる情報が一瞬
の内に入手できます︒もっともそこにどこかし
ら物足りなさを感ずる人も少なくはないと思い
ますが︑時代逆行型の人か︑残念ながら単なる
お年寄りと言われても仕方がないのかも知れま
せん︒
確かに雑誌はスピード性に欠けるのもまちが
いではありません︒編集︑印刷︑配達︑小売と
いうプロセスは避けようがないからです︒宅配
システムを導入している発行物もずいぶんと多
くはなりましたが︑逆に書店やコンビニで立ち
読みしてしまえばＯＫという方も多いみたいで
す︒残念なことではありますが︑じっくりと読
む︑という行為が今は忘れ去られている傾向も
あります︒はたして文芸春秋や月刊現代︑中央
公論などは今後︑どうなっていくのでしょうか︒
酒井寿紀さんがとても面白い説を唱えていらっ
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のかなぁ・・・︵笑い︶﹂

いかな︒今は温故知新しかないのかも知れ

﹁ いやいや︑今後はまだまだ深い内容にな ない﹂
りますよ︑きっと︒ところで︑雑誌って読 ﹁先日︑大昔のＳＦマガジンをどっさり買っ
者のターゲット層ってのがきちんとありま ていく若い女性を神田で見かけましたが︑
すよね﹂
なんか妙に嬉しかったですね︒声をかけた
﹁ あるある︑音楽雑誌を例に取っても︑ま くなった！﹂
ずジャンル別にあるね︒クラシックやジャ ﹁そういう人︑いるいる︒女性でもハヤカ
ズはもちろんヘヴィ・メタル専門誌まで存 ワのミステリー・シリーズがズラリと並ん
在するからねぇ︒あきれるくらいだ﹂
でいる人︑いますしね﹂
﹁ 大人のロック︑オヤジ系ロック︑なんて ﹁この会報でも江戸川乱歩やアガサ・クリ
のも流行りましたね︒もう昔の有名ミュー スティの特集も考えてますよ︒水木しげる
ジシャンも完全に 歳を越えてますからね﹂ 特集もやっちゃうかも・・・﹂
﹁ だよね︑ローリング・ストーンズなんか ﹁ええっ︑彷書月刊ならぬ彷書会報だぁ・・・
は全員がゾンビみたいだもの・・・︒彼ら ︵汗︶﹂
は今でも青春なんだな︒ロック雑誌も一時 ﹁雑誌も会報もけっして消耗品であっては
の勢いみたいなものは無くなったけれど︑ 駄目だと思いますね︒この図書館の会報の
それはそれでまたオモシロイ時代になって バックナンバーにもプレミアがつくくらい
きたよ﹂
でないと・・・︒赤瀬川原平や荒俣宏が喜
﹁Ｊ．Ｊ．おじさんこと植草甚一が亡くなっ んで寄稿してくれるようなモノじゃないと
てからずいぶんたちますが︑当時はかった 発信側も受け手側も退屈ですよ﹂
るいオジサンとしか思わなかったけれど︑ ﹁なるほど︑恐ろしく過激な意志表明です
今読み返すとかなりアナーキーな人だった︒ が︑そうなると発信サイドも快感ですね︒
もしも今︑彼が生きていたらどんな雑誌を まさに幻影城通信だ︵溜め息︶﹂
出すのかな・・・﹂
﹁ さあ︑あ いかわらず ジャズを聞い たり︑
古本屋さんを回って箱で買ってるんじゃな

しゃいます︒平均的な人をターゲットにした一
般総合雑誌は﹁一定の大きさの器に︑可能なだ
け読者が読みたいものをぎっしりと詰め込んだ
もの・・・﹂と定義して︑それは一種の﹁幕の
内弁当﹂だと言っておられます︒じつに面白い
考え方ですね︒
しかし︑雑誌が電子書籍になっていくとはど
うしても思えません︒今後も出版不況はどんど
んエスカレートしていくと考えられます︒巷の
雑誌も相次いで休刊︑廃刊となっていくのは必
定でしょう︒主にノンフィクションや政治・社
会問題をメインに扱っていた有力雑誌ですが︑
時代の変化にはついて行けず販売数は減少する
一方のようです︒以前のように同じ雑誌を定期
購読するような律義な読者はもはや少数派となっ
ているそうです︒趣味の多様化︑移り気な読者︑
不況・・・さらにこれらには政治不信も大きく
影響しているのかも知れません︒若者までもが
社会に対して無関心になっていく中︑今後︑意
識拡散している読者のニーズを把握していくの
は至難の技ともいえるでしょう︒その雑誌を強
く指示する固定読者に支えられてこそ︑雑誌は
存続が可能なのですから︒世の中の無気力︑沈
滞ムードを打破していくためにも︑こうした雑
誌には頑張ってもらいたいですね︒

︵街中の散歩者︶
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書店に行くとじつに多種多 失礼な言い方かも知れないが︑ 雑誌などから︑マンガはもち
様な雑誌に巡り合うことがで オタクによるオタクのための ろん︑ＳＦやミステリー︑ホ
きる︒ファッション雑誌から 専門雑誌が目白押しなのであ ラーからサブカル全般︑あげ
インテリア︑レシピ︑旅行な る︒これらの他に膨大な種類 くは官能小説までもを貪欲に
どの女性雑誌に加え︑マイナー の総合雑誌や娯楽マンガ雑誌 吸収していたのだ︒単行本を
な趣味全般︑スポーツ︑政治︑ が多数存在するし︑さらには 入手するようになったのはか
軍事︑経済など︑今やどんな 怪しげな風俗雑誌まで︑一体 なり後になってからである︒
分野も専門雑誌が発行されて どれだけの種類の雑誌が発刊
ところでこのような雑誌は
いるといってもよいだろう︒ されているのだろうか︒
百科事典が生まれたのとほぼ
早い話︑ペットのウサギのウ
僕の場合は完全な雑誌少年 同時に︑新しい情報・知識︑
ルウル雑誌から︑鉄道︑音楽︑ だった︒喫茶店や散髪屋さん 及び視点を広く一般庶民に紹
軍用機からアニメ︑カメラ︑ に置かれていた少年サンデー 介するものとして誕生したと
車︑オートバイ︑オカルト︑ や少年マガジン︑さらには大 言われている︒なんと１６６
あげくは囲碁︑将棋︑盆栽︑ 人が読み捨てていった平凡パ ５年にすでにパリでは法律家
さらに天文から医療雑誌まで︑ ンチやプレイボーイといった の ズニ ー・ ズ・ サル によ る
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﹁ジュルナール・デ・サバン﹂
年代の雑誌などはすでに表 雑誌関係の文章を引用をした
なる本格的な雑誌が創刊され 紙からして捨てられない︒な のか︑戸惑いの読者も多いと
ているし︑時を同じくしてロ つかしい以上のレトロさで︑ は思うが︑仮に文化遺産など
ンドンでも﹁フィロソフィカ こうなると古書マニアの範疇 という大袈裟な言葉を使用さ
ル・トランザクション︵Ｔｈ になるのだろうか︒亀和田武 せていただくならば︑けっし
ｅ Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃ の書物の中に﹁セクシー雑誌 て図書館はその機能を完璧に
ａｌ Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏ の刺激と毒と・・・﹂という 持ち合わせてはいないのでは
ｎ︶﹂が創刊されている︒ち 項目があるので引こう︒
ないか︒その証拠に古い雑誌
なみに世界で最初にｍａｇａ
﹁実話三面記事﹂﹁夜のタネ はどんどん破棄しているのが
ｚｉｎｅなる語を用いたのは 本﹂﹁ 実話と秘録﹂﹁漫画Ｑ﹂ 現状だろう︒真のサブカル関
１７３１年のロンドンの﹁ジェ ﹁事件探訪﹂﹁キューティ画報﹂︒ 係書物の保存を担っているは
ントルマンズ・マガジン﹂ら どれも半裸の女性モデルを配 古書店関係者や世のクレージー
しい︒我が国においては１８ した︑いかがわしい雑誌ばか な在野のコレクターたちなの
６７年︵慶應３年︶に洋学者 りだ︒一冊ずつ見れば︑チー である︒小綺麗な単行本だけ
の柳河春三による﹁西洋雑誌﹂ プであか抜けない印象しかな では絶対に過去の文化をひも
が最初と言われている︒
いが︑こうして膨大な量が並 とくことは出来まい︒無数の
ところで断捨離︵だんしゃ ぶと圧倒的な迫力がある︒
雑誌やチラシにこそ当時の赤
り︶なる言葉が流行って久し
サブカルチャーという洗練 裸々な︵！︶庶民文化が凝縮
いが︑趣味の雑誌で部屋中が された概念ではくくれないの されているのだ︒あの江戸の
埋め尽くされている方々もい が実話雑誌やヌード誌だ︒読 浮世絵が今では芸術品︑美術
らっしゃるのではないだろう み捨てを前提に作られ︑警察 品というのが皮肉だが︑昭和・
か︒特に好きな特集などで捨 やＰＴＡの目の敵にされた泡 平成のグラビア印刷の雑誌も︑
てられない雑誌も少なくない︒ 沫雑誌︑傍流の文化が︑これ やがては同じ運命をたどるの
小型のスキャナでデータ化す ら のセ クシ ー雑 誌で ある ︒ かも知れない︒
る方法もあるし︑必要なペー ︵引用終わり︶
ジだけをスクラップして整理
公的な図書館の会報に︑な
文：三田村善衛
するのも一考だろう︒しかし︑ ぜわざわざいかがわしいエロ
60
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寄稿

婦人雑誌のリッチな世界
勅使河原麗美

なるほど婦人雑誌に限らず︑雑誌というも
のはある意味において読者に夢を与えるもの
なのだろう︒美容院や歯科医に置いてある婦
人雑誌を開くと︑そこには決まって高価なジュ
エリーを身につけたセレブな生活が公開され
ている︒しかも特集は美術館や歌舞伎︑オペ
ラ︑海外リゾート︑さらには白洲正子や北大
路魯山人であったりするから恐れ入る︒これ
で自分もあたかも文化をリードしているかの
ような気分になってしまうから余計にコワイ︒
誌面もゴージャスのひとことに尽きる︒内容
はもちろん︑紙も印刷も豪華で高めだ︒ター
ゲットはヴィトンの似合う富裕層のミセスあ
たりとしか思えないが︑果たして実際の所は
どうなのだろうか︒
よくよく分析してみると︑このミセスとは
単純に既婚者ではなくて︑既婚と独身の女性
すべてをさすようだ︒シングルのキャリアウー
マンや水商売︑客室乗務員の読者も大いに違
いない︒名門ブランドが似合う人にしか読め

ないと誰しもが思ってしまう︒たしかに女
性の社会進出も当たり前になり︑主婦層も
以前よりははるかに行動的になった︒男性
諸氏が知らない所でカフェしたりランチし
たりもする︒しかしシャネルよりは洗いざ
らしのシャツが素敵であることもある︒安
価な古着もなかなか魅力的なのだ︒なぜリッ
チな勝ち組奥様にだけ憧れるのだろうか︒
どこの家を拝見してもイタリアやフランス
のインテリアが並んでいるわけではない︒
誰もが高級美容室やエステに時間を費やし
ているわけでもない︒叶姉妹のような生活
は︑そう簡単には手に入らないのだ︒世の
中のほとんどの主婦はパートで働いている
はずだから︑ブランドものファッションや
ジュエリーなんて夢また夢︒
笑えるのは︑ローティーン︑ハイティー
ン︑女子大生をターゲットにした女性誌も
数多く出ているし︑そこからＯＬ︑結婚間
近組︑ヤングミセスと細分化されていくわ
けだが︑ミセス雑誌となると︑それがすべ
てゴージャス・リッチ組だけではなく︑よ
り現実的な今夜のオカズ満載の生活便利派
雑誌も数多く存在していることだ︒やはり︑
である︒内容も質素な低価格ファッション︑
肥 満解消ダイエット術 ︑節約買い物特集︑
便利な収納法︑実用的な台所用品︑かわい
い生活雑貨・・・女の夢というよりは現実

的な主婦の多忙な毎日︑というイメージだ︒
ここに女性の人生の大きな落差が露呈してい
る︒
しかし︑こうしたグンゼ主婦層もたまに美
容院に入れば︑リッチなマダーム雑誌にうっ
とりするのだから始末に悪い︒やはり女は夢
を追い続けるのだろうか︒しかもこうした雑
誌を作っているのは世の男たちだというのも
じつに滑稽な話だ︒

︵詩人︶
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多種︑そろって至れり尽くせり
回答者 鈴木晴代 氏
多崎和子
︵元・京都ブックトークの会代表︶
雑誌と呼ばれる類の書が︑一体どれ程︑図
書館に並べてあるのかを調べてみました︒
社サイド︶が編集・ 出版する刊行物は︑本
越前市中央図書館に２３７冊︑鯖江市に１
ブックトークやおはなし会の準備に
９３冊︑県立に５９２冊︑その多さにびっく
の
販
促
Ｐ
Ｒ
活
動
で
も
あ
る
わ
け
で
︑
本
に
つ
い
おすすめの雑誌はありますか？
り︒わたしにとっては意外な驚きの数字でし
て
批
判
的
な
切
り
込
み
方
は
さ
れ
ま
せ
ん
︒
一
方
︑
た︒戦前︑戦後すぐの︑乏しい文化でもあり︑
子どもの本の現況を研究︑精査しようとい
一方的文化でもあり︑日々食物すら窮乏の頃︑
図書館や学校でボランティア う意図が明確な立場の編集では︑本の批判・
幼児期の読書の記憶はとぼしいです︒レコー
の方々が子どもたちに読書の 批評が重視されます︒﹃子どもの本棚﹄では︑ ドやラジオからの音声がうっすらと残ってい
喜びを届けるための活動をさ ︻子どもの本を見る選択眼をゆたかにするた
ます︒少し大きくなって通いつめたのが︑土
れるようになって︑さまざま め︑書評を重視した︼という編集方針を創
蔵の武生図書館と貸し本店です︒少女雑誌︑
映画雑誌︑月刊小説の類です︒
な 参考図書 が刊行 されて います︒ 中でも ︑ 設以来明確にしていますし︑﹃こどもとしょ
定期刊行誌の長所は︑月刊や季刊︑いずれ かん﹄では評論や資料にも力点が置かれて
も大切にしたい折々の季節感やその時期の いるようです︒また︑語りに重点が置かれ
行 事・伝 統を旬で 取り上 げること ができ ︑ ているものもありという具合です︒
且つ︑出版についての新しい情報を手に入
安易な情報の取り込み方を常用するので
れることができることです︒それはとりも はなく︑あくまで︑自分で本を選んでいく
なおさず︑子どもたちの待つ現場に赴くボ 目を磨くための参考として利用したいもの
ラ ンティア にとっ ては︑ 選本のヒ ントに ︑ です︒選本力は︑自ら繰り返し作品を読む
プ ログラム 作りに ︑会場 雰囲気作 りにと ︑ ことで 身につ いていく もので す︒時 には︑
﹁少女﹂︑
﹁スクリーン﹂︑
﹁暮らしの手帖﹂︑
即役立てることができそうです︒
お助けマンの力を借りてその場しのぐこと
﹁婦人之友﹂等々︒毎日︑少しずつ貪るよう
この場合に︑それぞれ微妙に異なる編集 があったとしても︑安易な情報の種に頼り
に目で追い︑身体の奥深くしみ入って来た記
の意図があり︑その特性をしっかり把握し 過ぎることがないよう︑あくまで作品と出
憶が甦ります︒
ておくことが︑選本力をつけるためにも必 会うた めの情 報源の一 つとし てとら えて︑
そして現在︑あふれる雑誌類への反応は ︑
要だと考えて下さい︒例えば︑同じ新刊紹 使いこなしていただきたいと思います︒
随
分鈍くなっている昨今です︒
︵※編集部注⁝多崎氏の記事中の︑中央図書館の雑
介の記事であっても︑﹃この本読んで！﹄や
︵ここでは︻雑誌︼とは定期刊行誌として
誌の数は一般開架のものです︶
﹃こどもの本﹄など︑本の作り手の側︵出版 とらえています︶
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雨降る日曜日の朝︒旧知のＭ
君から電話で呼び出された︒こ
の日の午後︑越前市白崎町にあ
る日野自然学校の解体跡地で廃
校記念の宴会があり︑広野ダム
の奥で釣ってきた尺イワナの骨
酒を飲ませるから是非参加して
くれというのである︒忙しい仕
事をアルバイトのＦさんに丸投
げして︑酒盛りに参加するとい
うのはいくらなんでも人の道に
反すると思うのであるが︑遊び
の誘惑には負け続ける私は︑文
明くんの車でいそいそと雨の中
を出かけるのである︒
白崎町の田んぼの中︑青いビ
ニールシートの下では焚き火を
囲み 人くらいの男たちが集ま
り︑勝山の山菜や猪を肴に宴会
10

それにつけても︑私たちの世
代が︑かの１９６０年代後半に
はこんなにも有能で気骨ある関
西の学者たちを﹁大学解体﹂と
いう乱暴なコンセプトで大学の
研究室から追い出したことを思
うと忸怩たる思いがある︒しか

が始まっていた︒私の知り合い
その内容の一部には福井県内
は母の通夜にお経さんを上げて
の鉄に関する記述が見られた︒
いただいた電気屋の役僧さんと︑ 金津とはよく言ったもので︑縄
君そして年長のＯ氏の３人だ
文後期には細呂木には鉄の鉱炉
М
けであったが︑焚き火で炙った
跡が存在し︑森浩一はその鉱炉
イワナと骨酒を鍋ごと振舞われ︑ 跡を発掘調査していたというの
﹁さ 公達や﹂とばかりにはやさ
である︒私は半島や南からの鉄
れ︑浮かれて木灰と田んぼの泥
の伝来が古代日本と古代王権を
にまみれた︒
方向づけたと考えていたのでこ
の本の考古学者森浩一と歴史学
者林屋辰三郎の対談はたいへん
興味深く︑示唆に富んだもので
あった︒
その後︑雨もやまないので場
所を変えて近くのＯさんの家に
どかどかと上がり込んだ︒ご家
族の迷惑も顧みず︑わけなしの
有様であったが︑彼の本棚には
私には興味深いジャンルの貴重
な本が無造作に何冊も並べられ
ていた︒その中に昭和 年︑社
会思想社刊森浩一編の﹁鉄﹂と
いう本があった︒

49

し︑神々の怒りとも言える壊滅
的な自然災害と原発のメルトダ
ウンを経ても︑未だに安全神話
を語り続ける人々を見るにつけ︑
大学は誰のために学問をし︑何
の研究をしているのか︒目指す
べき方向性を見失っているよう
に思える︒

話が著しくそれてしまったが︑
快適な市立図書館ではなく土砂
降りの泥田の中でも優れた本と
出会う奇跡のような時を持つこ
とができたことを嬉しく思う︒
またこの白崎町は戦国大名・ 金
森左京ゆかりの地であり︑私の
高校時代の恩師である岡崎先生
も古武士然として御健在で︑今
でもかつての教え子たちのこと
を気にかけてくださっていると
のこと︒この街を諦めなくてよ
かったと︑この地に来て今日は
つくづく思った︒

︵栗波和夫

武生クラフトセンター代表・
ブックカフェゴドー店主︶
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インである。初期メンバーは既に高校を卒業し、大学、専門学校、
「ＹＡ倶楽部」は、十代の読書活動の推進を目的とした活動を行っ

ている。越前市中央図書館を拠点に、月一回の活動を続けてきた。 就職と、それぞれに忙しい中、時間を見つけて参加している。
毎月の例会では、通信作成、中央図書館ＹＡコーナーの展示がメ
今回は、例会活動の中から、ＹＡ通信のできるまでを紹介しよう。

ラに追いついたね︒
曰く﹁なんで毎回︑人がドジ踏んでるとこばっ

よ︒今春︑本物の高校生になったから︑キャ

回り順で担当する企画︒おすすめの本紹介を
基調に︑イベント前後なら告知や報告︑今月

かネタにす るわけ？もっといい役 にしてよ﹂
↑連続して笑いのネタにされている︒だって

︽メイン企画︾

図書館会館時刻︒中央図書館エントランスホー
ルで開館を待っている人の中に２・３人のメ

のＹＡコーナー紹介など︒真面目な内容が多
いので︑担当決めは毎回難航︑結局︑応用力

某月某日曜日 午前９時半

ンバーが見受けられる︒少々遅れて到着した
唯一の大人︵ＹＡ世話役・イシハラ︶と共に

センセー︑その通りのキャラじゃないですかー

時 分
作業を始めて一時間半︑そろそろ時間切れ

という大合唱で︑本人の希望は即却下

がある﹁物書き﹂淡雪やリク︑スズカが書く

されてしまった︒その冷静でしっかり者っぽ
い雰囲気が︑絵にするとそうなっちゃうんだ

↑カッパ巻きの第一印象で︑勝手に高校生に

曰く﹁え〜︑ワタシの方が年下なんですけど
〜︑なんで上から目線になってるんですか〜﹂

だ︒口は悪いが根は生真面目者︑京都でも挫
けずがんばれ！

ブーたれてるじゃん︑の声にかき消されるの

な﹂↑ネガティブ発言を取り上げられている︒
本人の苦情は︑他メンバーの︑だっていつも

ちゃんの藤木君を思い出そう︶が入ってるよ

ぞれが微妙な思いで受け止めている︒
曰く﹁いつも俺って︑顔に縦線 ︵ちびまるこ

きも︒彼の描く漫画に登場するＹＡメンバー
は︑彼目線でキャラが設定されており︑それ

時には︑ほかのメンバーの下案を絵にすると

らも筋金入りの 漫画家志望少年だけ あって︑
その達者な線には皆の賞賛が集まること多し︒

取り上げて︑起承転結にまとめる︒若いなが

担当するのは︑主として﹁絵描き﹂カッパ巻
き︒その日のネタ︑活動途中のエピソードを

︽四コマ漫画︾

付けて締める︒担当は﹁絵描き﹂遠子︑﹁物書
き﹂サラなど︒案外短時間で完成する︒

に関してメンバーが雑談する中からいくつか
ピックアップし︑会話の形に再構成︑オチを

の日のプレゼント﹄﹃菊人形といえば﹄など︶

ゆるの内容なので︑案外引き受け手が多い︒
時節に合わせたテーマ︵
﹃入試の思い出﹄﹃母

回り順で担当するコーナー︒こちらは︑ゆる

羽目になることが多い︒
︽ＹＡ座談会︾

カウンターで鍵を受け取り︑グループ室へと
移動︒実はこの開始時・終了時のぞろぞろ歩
きが︑静かな館内ではかなり目立つ︒三四人
ならまだしも︑十人も集まった日には︑閲覧
者の視線が一斉に集まる︒

午前 時
グループ室に入り早 分︑一向に作業開始の
雰囲気はない︒なぜなら︑このひと月に仕入
れたネタ ︵面白話︶を︑てんでに語らないこ
とには活動はスタートしないからである︒メ
ンバーの年齢・所属校等がバラバラである故
の︑必要不可欠なロスタイムと言えよう︒し
かし︑ 時を回るとさすがにそろそろという

いよいよ活動開始︒

︽通信タイトル︾
担当するのは主に﹁絵描き﹂の零樹︒まずは
その月をイメージしたキャッチコピーの下案
作成に時間をかける︒﹁サクラの花散る季節で
す︒
﹂﹁雪も黄砂も降る春﹂﹁どうせ花より団
子の青春さ﹂ etc
⁝ 五つほど考えた中から︑
メンバーで相談して 一つに決定するのだ が︑
本人の思いとは裏腹に︑おまけで書いた案が
採用されることもしばしば︒
選ばれたキャッチに合わせて︑白抜きタイト
ル文字を塗り︑小さくイラスト︑日付けを入
れて完成︒

が近づき︑みんな必死の形相になってくる︒

グループ室 の使用は十二時までで はあるが︑
通信が出来上がるのはたいてい十二時に十分

ごろ︒毎回時間オーバーである︒次の使用団

体がまだ来ない間は︑なんとか延長で使わせ

てもらっている︒
時 分

四コマ漫画のベタ塗りを二人がかりで終える

と︑それぞれのパートを台紙に貼り︑手作り
のＹＡ通信が完成︒鍵をかけグループ室を後

にする︒衆人の注目の中︵？︶団体でカウン

ターへ︒所属高校の図書室に届けるべく通信
のコピーを待つ者︑家族に迎えを頼む者︑自

転車で帰途につく者︑連れだって遊びに行く
者・・・︒次の例会での再会を！

約３時間をかけて作成されるＹＡ通信︑直接の

反響はほとんどないとはいえ︑中央図書館に掲

示された通信に足を止め見入ってくれている利
用者の姿や︑図書室に貼ってあったね︑これお

もしろいよねという声に支えられての活動︑メ

ンバーがいる限りは続けていきたいと思ってい
る︒
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30

20

30

感じになってくる︒参加メンバーが多いとき
は︑ＹＡコーナー担 当・通信担当に分か れ︑

10

11

12

10

すが︑自分が今思っているこ
とはそんなに深いことがテー

界では︑﹁ 普遍﹂とか﹁永遠﹂
がよくテーマとして上がりま

りと終わりがあります︒
宗教的あるいは哲学的な世

の農業機械を持つことができ

耕作面積の小さな兼業農家で
は︑トラクターや田植機など

自分が田んぼに入って泥化粧
をした訳ではありません︒

実は︑先日我が家の田植えが
終わ りま した ︒と 言っ ても ︑

ない感覚が多くなりました︒

にな り枯 れて いく こと とは ︑
きっと大きな違いがあること

だわりが少なくなって怠け者

じます︒でも︑美しく枯れて
いくことと︑気力・意欲・こ

魅力で︑素直に人の生き方を
受け入れられる心を美しく感

歳相応に穏やかな心で暮ら
している人の﹁枯れた心﹂は

うかと思いますが︒

ものごとには︑大概︑始ま

マではありません︒

ません︒それで大規模農家に
代掻きから田植え︑さらには

でしょう︒
﹁寂と錆び﹂の違いのように︒

たとえば︑新入社員︒会社
に入ったことが始まり︑退職

田植え時に機械で施肥と除草
剤の散布までいっしょに頼ん
でいます︒
散歩がてらに田んぼに行っ
たら︑﹁苗が植わっていた！﹂
こんな状況で︑﹁田植えが終わっ
た﹂という喜びを感じること
はありません︒
秋の収穫の喜びもおそらく
感じないことでしょう︒
﹁まぁ︑いいか﹂というこだ
わりのない生活は︑達成感を
与えてもらえません︒いろん
なことにこだわりを持ち過ぎ︑
さらには欲も強すぎるのもど
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が終わり︒入学と卒業︒入院
と退院といったようなもの︒
若かりし頃︑物事の始まりに
は﹁よし︑なんとかやり遂げ
てやる﹂あるいは勝負事なら
﹁がんばって練習して︑勝って
や る﹂ とい う気 持ち があ り︑
一種の始まる喜びを感じるこ
とができ︑さらに努力すれば
するほど︑結果が出たときに
は終わる喜びがあったもので
す︒
ところが︑最近は挑戦する
喜び︑取り組む喜びより︑﹁まぁ︑
いいか﹂というこだわり？の

季節の日記
美しく枯れること



し ろ甘 いも の は大 好 きで す

然 そん なこ と はな い し︑ む

い る気 がし ま す︒ 僕 自身 全

い もの が苦 手 ︑と 思 われ て

一般 にお 酒 を飲 む 人は 甘

せん が ︵確 か ショ パ

聞い た こと が あり ま

党だ っ たと い う話 は

コ好 き だっ た とか 甘

モーツァルトがチョ

トが好きだったとか︶

ンは甘党でチョコレー

僕が 好き な スイ ー ツの ひ
よく お 酒は 飲ん だそ う です ︒そ のせ い か︑

が︑なぜでしょうね？
とつに︑ホワイトチョコレー

日本酒 を造る際 にモー ツァルト を聴か せる

平成

年度子どもの本を楽しむ会

食後 の一杯に 甘いも のが好き な人は この

前年 度に 引き 続き ︑今 年度 も仁 愛大 学の 谷出 先生 によ る講 座を 開講

ト があ りま す ︒ち ょ っと 成

① ４月 日 ︵金 ︶絵 本実 践講 座 乳 幼児 期向 け︵ 終了 ︶
② ５月 日 ︵金 ︶絵 本実 践講 座 児 童期 向け ︵終 了︶
③ ６ 月 日︵ 金︶子どもの本の歴史的背景を読み直す︵終 了︶
④ ７月 日 ︵金 ︶再 び加 古里 子
⑤ ８月 日 ︵金 ︶ジ ョン ・バ ーニン ガム ︵今 立図 書館 ︶
⑥ ９月 日 ︵金 ︶絵 本と 文学 の関わ り・ 五味 太郎
⑦
月 日 ︵金 ︶心 を伝 える マイケ ル・ グレ イニ エツ
⑧
月 日 ︵金 ︶素 敵に あそ ぶ山本 容子
⑨
月 日 ︵金 ︶エ ルン スト ・ヤン ドゥ ルの 人間 関係
⑩ １月 日 ︵金 ︶喜 び怒 り哀 しみ＆ 楽し く長 谷川 義史
①〜 ⑤ 午後 ７時 〜８ 時 分
⑥〜 ⑩ 午前 時 〜 時 分
会場 は越前市 中央図 書館学習 支援室 ︵第５回 のみ今 立図書 館︶

な もの をチ ョ コレ ー トと 呼

リキュ ールを︑ 苦手な 人は日本 酒をく いっ

と美味しくなるとも言います︒

ぶ な﹂ と言 わ れる こ とも あ

名 ほど の申 し込 みが あり まし た︒

さて ︑世の中 には酒 飲みが 顔をしか める

第 １回 目の 絵本 実践 講座 では 乳幼 児期 を対 象に ︑子 ども の発 達と

んへ の接 し方 を学 びま した ︒ま た︑ ブッ クス ター トの 重要 性を 再認
する 機会 でも あり まし た︒

第 ２回 目の 絵本 実践 講座 では ︑児 童期 を対 象に 子 ども を知 る
てが かか りと して 小学 生の 教科 書が とり あげ られ まし た︒ 実際 に国

語の 教科 書の 目次 を追 って 子ど もが 親し んで いる 作品 ︑作 者に 着目

とがな くても︑ 見れば わかる 人は多い はず︒

く知 ると いう こと ②た くさ んの 本を 知る こと ③読 み手 が本 の中 身を

こ の２ 回の 実践 講座 を通 して 学ん だこ と① 対象 とな るこ ども をよ

の 試み も新

お土産 としても 有名な ︑金色 の包装紙 に包

読み 合い

まれた 丸くて甘 いチョ コです ︒それに ちな

よく 消化 して おく こと ︒④ 学校 ボラ ンテ ィア の立 場と 役割 をわ きま
えて 現場 に臨 むこ と︑ そし てこ の講 座は 相当 贅沢 な情 報源 であ りメ

した 選書 ︑同 一テ ーマ の選 書︑ 詩の 朗読 や
鮮な 体験 でし た︒

んだお酒が︑﹃モーツァルトチョコレートリ

ンテ ナン スの 場で ある とい うこ とで す︒ ︵澄 ︶

﹃モーツァルトクーゲルン﹄名前は聞いたこ

オ ー スト リ ア の ザ ル ツ ブル ク の 名 産 品

ト味のお酒です︒

好物ですが︑今回取り上げるのはチョコレー

でしょ うか︒僕 ももち ろんそ ういうお 酒は

グラン・ マル ニエ︑カ ルーア なんかも そう

ていま す︒有名 なもの だと︑ ベイリー ズや

絵本 の関 係︑ 赤ち ゃん 絵本 の実 際に つい て︑ スラ イド ショ ーや 先生
の研究結果を 交え︑即実践に活 かすことので きるアイディア や赤ちゃ

30

ような あま〜い お酒が 結構た くさん存 在し

い時間です︒

を体現 している かのよ うな切 なくも美 味し

して おり ます ︒今 回も 早く から

30 30

と飲め ば︑どこ からと もなく天 才の調 べが

11

る︑か わいそう な存在 です︒ 口に入れ てほ

10

聞こえてくる⁝かもしれません︒

18 21 16 12 21 24 20 15 18 20

ろほろ と溶けて いくそ の瞬間 は︑有終 の美

分が 違 うだ け なの に ﹁こ ん

24

12 11 10

毎回 出席 でき なく ても 受講 でき ます ︒各 回︑ １テ ーマ です から ︑ご
都合 のつ く回 のみ の参 加で も充 分楽 しむ こと がで きま す︒

（ヤ）

キュール﹄です︒
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お酒の時間

図書館友の会の活動のなかで︑図書システ
ムの研究を始めたいと思います︒
趣味でパソコンを活用していて︑蔵書の単
品管理などを経験しました︒
最近︑学校の図書館を管理している先生方
の共通の希望として︑図書の貸し出しシステ
ムや貸し出し頻度などのデータをコンピュー
タで行なえないかということがあります︒
現場の研究会もあるようです︒
ルーチンワークや本のバーコード管理など
は︑先生や係の生徒の省力化に貢献するに違
いないと思います︒
しかし︑生徒個人の書籍利用についてのデー
タは個人情報なので︑担当の先生のきちんと
した情報管理が必要です︒
図書システム研究会は︑前段の省力化とデー
タ収集の具体的な簡易システムのモデルを提
示することを目的としています︒
一部の学校では︑図書管理システムの導入
が既に完了しています︒
研究 会では︑こ の事例を参考 にしながら ︑
より使いやすく︑かつ迅速で簡易なシステム
の構築を探りたいと思います︒
興味とスキルをお持ちの方を募ります︒
︵ Ｍ︶

「わんぱく戦争」

イヴ・ローベル監督(1963年作品) 90分

に巻き起こる子 どもたちのほのぼ
の大戦争とある が︑当時はどこの
国かも分からず ︑外人の子どもら
が二手に分かれ て︑戦争まがいの
悪さのし放題という低学年にはちょっ
と怖い映画だっ た︒なぜ怖いかと
いうと︑逃げ遅 れて敵に捕まると
木にしばられて ︑すごく屈辱的な
フ ランスで権威ある文学賞 ﹁ゴ 扱いを受けるからである︒
ン クール 賞﹂を 受賞した ︑ルイ ・
この映画では ︑敵の服のボタン
ベル ゴーの名作﹁ボタ ン戦争﹂を を奪うことが勝 利の勲章で︑つい
映 画化した作品︒南仏の 片田舎に には︑ボタンを 取られまいと素っ
あ る隣り合った村︑ロン ジュベル 裸で攻めてくるという奇策に出る ︒
ヌ 村とベルラン村の子ど もたちは ︑ 大勢の男の子たちがフリチンで走っ
い がみ 合い を続 け︑ 対立 ︑戦 争 ︑ てくる映像は︑ それから以後何十
報復を繰り返して︑大人たちにこっ 年という月日が 流れたが︑二度と
ぴどく叱られる日々︒
見ることはでき ていない︒ＤＶＤ
むかしの小学校では︑ 子どもが の付録映像を見 てみると︑若かり
見て もいい映画︵当時 ︑許可映画 し寺山修司も感 想を述べている︒
と 言った︶が市内の映画 館でかか 映画の冒頭 ♪ イザユケヤ仲間タ
る と︑先生が映画の割引 券を配っ チメザスハアノ 丘♪ のメロディ
て くれた︒たいてい二本 立て︑三 も懐かしい﹁わんぱく戦争﹂︑ぜひ
本 立てで︑ものすごくう れしかっ 中央図書館のＤ ＶＤ陳列棚で手に
た のを覚えている︒わん ぱく戦争 とってみてくだ さい︒お勧めしま
は ︑その割引券をもらっ て︑小学 す︒
校 低学年のときに︑市内 の広小路
︵Ｋ弟︶
劇 場で 見た よう な気 がす る︒ 今 ︑
解 説を読むと︑南仏の片 田舎の村
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だと 集まって くる︒子ど もたち
は待ちきれず︑
﹁ねえ︑何時から？﹂ 古本市に寄せて
館長挨拶
講談社全国訪問おはなし隊
﹁もう︑いい？﹂とつめよってく
４月 日︵日︶午後２時〜
る︒ 敷物が敷 かれ︑会場 のセッ
越前市中央図書館長 田中丈造
４
月 日︵日︶
越前市中央 図書館学習 支援室 ティ ングがで きあがると ︑大人
今立図書館周辺
およびエントランス横広場
でさえ︑
﹁ねぇ︑もうよんでもい〜
アースデイ越前会場にて
はじめまして︑本年４月の人事
異 動で楠館長 の後任とし て中央
い？﹂じっとしていられない︒
図 書館長を担 当すること となり
開場 と同時に ︑親子連れ ︑お孫
今 回は︑前 日からの激 しい雨
ました田中です︒
さん 連れ︑思 い思いの場 所で絵 で 当 日も 朝 から 雨 でし た ので ︑
私 にとって図 書館業務は ︑経験
本を広げ始める︒
今立 図書館の ２階学習室 で古本
の ない新しい 分野の業務 ですが︑
ペ ージ を めく る ︑風 が 渡る ︑ 市を開催しました︒少し肌寒く ︑
図 書館のスタ ッフや図書 館ボラ
時折 顔を見合 わせてほほ えみ合 雨が 降ってお り︑また︑ 館内で
ン ティアの皆 さん︑関係 団体の
う︒ お日さま のにおい︑ 本のに の開 催で場所 が分かりに くかっ
協 力・支援い ただき︑精 一杯努
おい ︒大勢い るのに︑ち っとも たに もかかわ らず︑多く の人に
めたいと考えております︒
騒が しくない ︒みんなで ︑浸っ 訪れていただきました︒
越前市では︑ 今年度﹁ 子ども
ている︒夢中になっている︒
根 強いファ ンや︑ちょ っとの
読 書活動推進 計画﹂を関 係団体
お はなし会 も大盛況︒ 隊長と ぞい てみよう という人た ちで盛
の 協力を得て 策定を進め ていま
アシ スタント のおにいさ んおね 況の うちに終 える事が出 来まし
す︒
えさ ん︵？ ︶との手遊び ︑掛け た︒ 今後も皆 さんに喜ば れるよ
計画の内容 は︑越前市 がこれ
合い もいきい きと︑静か なおは う︑ たくさん の本を提供 できる
ま で取り組ん できた活動 内容を︑
なし にはじっ と集中して 耳を傾 よう努めてまいります︒
出 生から高校 生に至る発 達段階
け︑ 分 はあっという 間︑さす
訪 れた皆様 に感謝申し 上げま
に 応じ︑家庭や 学校・地 域・図
が絵本の底力︒
す︒有難うございました︒
書 館・ボラン ティア団体 の関わ
お みやげの 袋には︑な めても
り を更に具体 的に述べ︑ 子ども
花吹雪舞う 青空の下︑ トマト 大丈 夫なミニ 絵本や絵本 選びに
︵今立図書館長 上野 巌 ︶
が 本に出会い 進んで読書 する環 色 のキャラバ ンカーがや ってき もってこいの雑誌などなど︒
﹁ま
境 づくりを進 めるものと なって た︒
たね﹂と手をふる︒
います︒
タラップが おり︑車内 にずら
全てを撤収し︑キャラバンカー
策定後の事 業推進に際 しまし り と並んだ絵 本が見え隠 れする︒ を見 送る︒祭 りの後の寂 しさが︑
て は︑会員の 皆様のご支 援︑ご 子 どもでなく ともわくわ くする︒ 薄墨 色の春の 夕暮れにと けて馴
指導をよろしくお願いします
お 花見の家族 連れがなん だなん 染んでいく︒
︵澄︶
15

30

22
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総会のお知らせ
◎日時
平成24年６月23日（土）午後１時00分〜
▼出版界は冷えきっているとはいっ
ても、まだまだ雑誌天国だ。や
はり特集に目が行くな。(み)
▼特集を考えはつくけど、いざ編
集となると・・・。雑誌って改
めてすごいと思いました。会報
はレギュラー執筆陣も増え、た
くさんの人の協力で今号もお届
けできます。書き手と読み手の
声援あっての会報とつくづく・・・。
（杏理子）
▼雑誌特集ということで、改めて
何冊かの雑誌を久しぶりに手に
とった。何年も変わらぬポリシー
を感じるもの、いつの間にこん
な雑誌が！と発刊年月日を確か
めてしまうもの。それらの雑誌
に共通して言えることは、『決し
て読む人を雑に扱わない』とい
うこと。好奇心にダイレクトに
届くのだ。（澄）
▼20年ほど前、雑誌の投稿コーナー
にハガキを書いては送っていま
した。今ならネットの掲示板で
済ませることが出来るのでしょ
うね。読者コーナーの常連同士
の一体感は今でも忘れることが
できません。（ヤ）

◎場所
越前市中央図書館 学習支援室

◎総会次第（予定）
1：00

開会

1：15

昨年度の事業報告
23年度会計報告
今年度の事業計画
質疑応答

2：15

休憩

2：30

映画会「第三の男」
（100分）

友の会会員以外の方でもご自由にご参加いただけます。お誘い
あわせの上、ご来場ください。

《会員の声をきかせてく
ださい》
友の会は、会員みなさまのものです。会報を読んでの感想やご意見、
また、イベントのアイデアやヒントなど、会員の声をどうぞお聞かせく
ださい。また、思い出の写真がありましたら、紹介文や思い出（200〜400
字程度）とともにお送り下さい。会報に掲載させていただきます。その他、
寄稿や、図書館にまつわるおはなしなど、どんなものでも結構ですので、下
記までお送りください。お待ちしております。
あて先
〒915-0832 越前市高瀬二丁目７ー24
E-Mail：tomonokai@lib-city-echizen.jp
越前市立図書館「友の会だより編集委員」

越前市図書館友の会
《連絡先》

越前市中央図書館
《住 所》
915-0832 越前市高瀬二丁目7-24
《電話/FAX》 0778-22-0354 / 0778-21-2001
《Email》
tomonokai@lib-city-echizen.jp

