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時空を超える旅

第三回

午後２時〜３時半

クメールの微笑み

２月６日︵土︶

カンボジア
と
中央図書館

き

●
ところ

皆さ んは ︑カ ンボ ジア とい う 国名 で何 を
連想されまか？
クメ ール 帝国 の栄 華を 今に 誇 る密 林の 世
界 遺産 ︑ア ンコ ール ワッ ト遺 跡 群？ それ と
も 慈悲 に満 ちた 大き な観 世音 菩 薩の お顔 が
世 にも 神秘 的な ︑ 王と 神の 古 代都 市 ア
ンコール ト･ム？フランス文化相で大作家だっ
たアン ドレ マ･ル ローが若き 頃︑魅せられ て
盗難騒 ぎまで起こ した東洋の モナ リ･ザ︵ ク
メ ール の微 笑︶ を持 つバ イヨ ン 寺院 ？生 い
茂 るガ ジュ マル の根 が爪 のよ う にく い込 ん
で 自然 の破 壊力 をま ざま ざと 見 せつ けて い
るタ プ･ローム寺院？
タ イとベトナ ムとラオス に囲まれて苦 難
の 歴史 を繰 り返 した 小国 カン ボ ジア は︑ 内
戦 で同 胞を 百六 十万 とも 二百 と も虐 殺し た

と言 われ るポ ル ポ
･ ト 率い るク メー ル ル
･ー
ジュ によ り地 雷 がば らま かれ ︑素 晴ら しい
文化 遺産 が長 い 間ジ ャン グル の中 に放 置さ
れた悲しい過去を持ちます︒
よ うや く内 戦 もお さま り︑ 現在 は各 国の
協力 の下 ︑遺 跡 を修 復す る槌 音が 響き 未来
への希望に歩み始めました︒
か つて マル ロ ーが 冒険 小説 ﹁王 道﹂ を︑
そして三島由紀夫が戯曲﹁ライ王のテラス﹂
を執 筆︑ 報道 写 真家 沢田 教一 が消 息を 絶っ
たこ とで も知 ら れる カン ボジ アを 今回 はご
案内します︒
幾 世紀 かの 歳 月か ら甦 った ︑密 林の 世界
遺産 が導 く古 い 時代 の幻 想に あな たも 浸っ
てみませんか？

学習支援室

●
前回はインドの旅でした

古本市にご協力

ありがとうございました

﹁古本市﹂を終えて
恒例となりつつある﹁ 古本市﹂が︑今年も去る十一月
十四日に開催されました︒
今回は︑図書館友の会会 員の皆様には︑一般入場に先立
ち︑内覧会として︑特別 に先行入場を実施いたしました︒
大盛況で︑たくさんのご 来場があり︑売上金は会の活動
資金として大切に活用さ せていただきます︒ありがとう
ございました︒

﹁古本市﹂のお手伝いをさせてい ただいて︑ひとつ感
じたことがありました︒

初回購入者の利用で︑その本の使命 はとりあえず果たさ
れたと理解すべきなのでしょうが︑ 真っ新で︑明らかに
開かれた形跡のない本を手にして︑ 何かしら哀れという
か︑かわいそうな思いを感じてしまいました︒

図書館友の会の役割は︑本当に必 要としている方へ本
をお渡しするということに尽きると思います︒

次回からも︑本のご提供等︑ご協 力よろしくお願い申
し上げます︒

Ｍ
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▼
ました。

来年度からは︑春と秋 の２回開催を予定しております︒
日本思想大系や文学全 集など３０巻を優に超える全集
のご提供がありました︒また︑頒布されたシリーズのファ
イル もたくさ ん出
品されていました︒
貴 重な資料 ︹明
治の 出来事事 典︺
につ いては︑ 教育
機関 に寄贈い たし
ました︒
開催を知らなかっ
たと いう方か らの
お問い合わせも多々
あり ︑次回か らの
告知 方法につ いて
の再 考を感じ てお
ります︒

▲大盛況！たくさんの方にお越しいただき

府中町屋倶楽部（旧藤井邸）での「ちひろ体験」
「いわさきちひろと母文江の武生展」の一環で、「ちひろ体験」とし
て、府中町屋倶楽部で、市立中央図書館ボランティアが、ちひろの絵本
の読み聞かせを行った。（2009．11.22〜12．20）
丁寧な造りの町屋倶楽部の和室の中、大きな和紙に覆われた丸い灯が行
灯のように優しく光を放ち、レトロな雰囲気を醸し出していた。
市立中央図書館の蔵書の多くのちひろの絵本の中から選りすぐって、
読みきかせを行った。
ほの暗いからこそ皆の息づかいが聞こえるほど肩を寄せ合い、絵本を
見つめる目が輝く。ちひろの世界は、優しいぬくもりの中、ゆったりと
時間が流れた。
感冒流行の折、市内の児童は土日外出を控えているようだったが、親
子連れや大人グループが、ちひろ展の回遊をしている姿がちらほら見ら
れる休日であった。
また、名古屋から、図書館学の勉強をしている大学生のグループも来
福し、参加していた。図書館を通じて、いろんな方々との輪が広がるの
がうれしい。
茜風

「 児 童文 学 を 楽 し む会 」
の受講生を募集します。
市図書館と図書館友の会は、仁愛大学の協
力を得て市民講座「児童文学を楽しむ会」を
開いています。
子どもの本の世界は、私たち大人にも生き 分かりやすく話をされる、
講師の谷出先生(第1回)
方を導いてくれる作品がたくさんあります。
これまで見聞きしたことのある児童文学作品を読み解きながら、和気あ
いあいと楽しいおしゃべりを楽しみませんか。
講 師 谷出 千代子 仁愛大学人間生活学部子ども教育学科教授
●1月22日（金）『トムは真夜中の庭で』（フィリパ・ピアス作）からファンタジーの世界へ
●3月12日（金）老人と子供の接点を描く『夏の庭（The Friends）』（湯本香樹実作）を読む
（各回とも事前に作品を読んでおくと一層楽しめます。）
時 間・ 午後7時から8時45分
場 所
中央図書館学習支援室
対 象
中学生以上
申込・問合先 中央図書館 電話 22-0354
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茜風

- 5-

ヨーロッパの昔話﹁ねむり姫﹂再発見
去る十 一月十三 日︑学 習支援 室にて ︑第一 回目の ﹁児童 文学を 楽し
む会﹂が開催された︒
三十人と いう定 員は︑告 知後数 日で瞬く 間にい っぱい になり ︑夜七
時 からの時 間設定 にもかか わらず ︑遠方か らの受 講者も ︑一人 や二人
ではなかった︒
今回は︑ ヨーロ ッパの昔 話﹁ね むり姫﹂ に︑ス ポット があて られた︒
グ リムの﹃ のばら 姫﹄や︑ ディズ ニーの﹃ 眠りの 森の王 女﹄で お馴染
みの︑どちらかと言えば女子受けするお伽話である︒甘美でドラマティッ
ク なこの物 語が︑ 谷出先生 のメス にかかる と︑ま た様々 な様相 を露呈
し てくる︒ その時代 の価値観 や生活が ︑個々の ディテ ール︵ detail
︶
に 潜んでい て︑登 場人物や 設定の 必然性や 現実性 といっ たもの が明ら
か になる︒ この必 然性や現 実性こ そ︑現代 もなお 愛され 続ける 所以で
あ り︑子育 てのエ ッセンス と言え よう︒類 話との 比較も また興 味深い︒
こうして 知的好 奇心と︑ 先生の 魅惑的な 口調に ︑ぐい ぐいと 引き込
ま れていく ︑ジェ ットコー スター のような ノンス トップ 一時間 半！御
歳 を二度聞 きして しまうほ どのエ ネルギッ シュな お姿に 釘付け になり
机 上には二 十数項 の細目か らなる 類話比較 一覧表 ︒まさ に︑贅 沢の極
み︒
﹁ええっ ！そん な講座が あった の？！﹂ という 方は︑ 今すぐ 図書館
へ・・・
次回は二〇一〇年一月二十二日︵金︶︒
フ ィリッパ ・ピア ス作﹃ト ムは真 夜中の庭 で﹄イ ギリス 児童文 学の世
界を是非ともご堪能あれ︒
〜真夜中に十三時の鐘が鳴る〜
門脇澄子

「先生と、とっても素敵な時間を共有できて幸せです。」

第1回児童文学を楽しむ会」はとても楽しくて、時の経つのを忘れるほどでした。
「机の上には資料、顔を上げると先生の笑顔。とっても素敵な時間を共有できて幸せ
です。」
「谷出先生には、生きる元気をいただけるので、また出席したいです。」など、次回
もぜひ参加したいとの声が続出で、大好評でした。
グリム童話の「ねむりひめ」をいろいろな観点から解釈していただき、先生のお話
を楽しみながら、物語の奥深さや魅力に触れることができた、という発見や感動も多
く記されていました。児童文学は、子どもを大人へと成長させてくれるものであるこ
とを再認識したという声もありました。
交流時には、読み聞かせにはどんな本がよいかなどの質問にも、先生の考えを教え
ていただき、大きな収穫でした。
会終了後も、児童文学に関心がある方々や、読み聞かせに携わっている方々が久し
ぶりに集い、笑顔で交流の花が咲いていました。 和気あいあいと楽しい雰囲気の会
になりましたこと喜んでおります。
会を重ねるごとに、先生と受講者の方々との交流が深まり、益々楽しく実り多い会
になることを願っています。

（受講者の方々のアンケートから）

阿修羅拝観

興福寺特別公開
建立
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寺山修司監督 1974年作 102分

「田園に死す」

天平六年︵七三四︶
〜一三〇〇年の時を超えて〜

霜月 中旬 ︑奈 良駅 に降 り立 つ︒ 興福 寺ま で徒 歩十 分
余︑古都の紅葉が目にしみる︒
五重塔の下︑長蛇の列に並ぶこと三時間︒
いよ いよ 阿修 羅と の対 面の とき ︒私 は思 わず 息を の
ん だ︒ それ は薄 暗い 伽藍 の中 で︑ 真珠 のよ うに 優し い
光 を放 ち︑ 神秘 的な 雰囲 気を 醸し 出し てい た︒ 意外 な
ほ ど小 柄な がら も︑ 神の よう にま ばゆ いほ どの 存在 感
と神々しさ︒
そう ︑阿 修羅 は神 であ る︒ 古代 イン ド神 話に 登場 す
る 軍神 で︑ 最高 神イ ンド ラに 戦い を挑 む激 しい 怒り の
姿で表される︒釈迦の教えに帰依して仏の守護神となっ
て から は︑ その 激し さで 仏教 を守 る役 割を 担う こと に
なる︒
しか し興 福寺 の阿 修羅 は三 つの 顔と 六本 の手 を持 つ
異 形で ︑か つ八 頭身 とい う見 事な プロ ポー ショ ンで 細
身 の美 少年 ︒憂 いを 含む 表情 は繊 細で 内向 的で あり ︑
怒 りや 激し さは 全く 見ら れな い︒ その 背景 には 過去 の
罪 障を 内省 し消 滅さ せる ﹁懺 悔﹂ の思 想が あっ たも の
と考えられる︒
その 憂い を帯 びた 瞳が 放つ 光の 深淵 に臨 むと き︑ 阿
修 羅は 千三 百年 の時 を超 えて 永遠 の祈 りの よう に穏 や
か に観 るも のの 心に とも る︒ そし て永 遠の 祈り のよ う
な それ は︑ 不思 議な こと に︑ 今も 私の 心か ら離 れる こ
と なく ︑一 つの 灯火 とし て優 しく 照ら し続 けて いる ︒
茜風

movie

１９７２年、自分が二十歳のころ、時間があると映画館へ通って
いました（ビデオもＤＶＤもなかったんです）。当時どうしても見たかっ
たのが、大島渚監督の「日本の夜と霧」（1960年安保闘争後、一週
間で上映を打ち切られてしまった）。そして、アラン・レネ監督の「去
年マリエンバートで」（幻想的な名作として評論家たちの評価が高
かっ た。しかし、なかなかそのチャンスはなく、やっ と見ることがで
きたときは難解なストーリーに疲れ果て、映画に感動したというよ
り、何かをなし終えたという疲労感だけが残ったのを思い出します）。
その頃、はまっていたのは日本映画。日活のニューシネマ、東映の任侠やくざ映画、ＡＴＧ（アー
トシアターギルド）系独立プロの制作費一千万円映画などなど。そのなかで、今回はＡＴＧ作品「田
園に死す」を紹介します。原作・脚本・監督を手がけた寺山修司は、詩・短歌・小説・演劇・映画など
の分野で、常に前衛的な活動を続けましたが、1983年47才の若さで亡くなりました。「田園に死す」
は、「書を捨てよ町へ出よう」に次ぐ自身二本目の監督作品。同名の自作歌集から題材をとり、青
森恐山の風景・母との二人暮らし・サーカス・家出・捨てたはずの故郷をキーワードに、おどろおど
ろしいストーリーが展開されます。寺山修司の自伝的代表作。ぜひ一度ご覧ください。
（Ｋ）

梅花図石皿（筆者蔵）

図書館のつまらなさ
三田村 善衛
骨董や音楽のコレクターでもある筆者は、
古書店も大好きな場所なので、出掛けるたび
に頻繁に足を運ぶのだった。
古書店のいいところは、まず気に入った本
を自分のものに出来る点だろうか。その点、
図書館はつまらない。さらに図書館において
は、なるほど各ジャンルごとに分別して本が
並べられてはいるが、あくまでも無造作に並
んでいるだけで、例えば澁澤龍彦の横に毒薬
や黒魔術関係の本が並んでいることは、まず
考えられない。古書店での書棚の配置はしか

し、一冊の本に目が止まると、その横の本の
内容が微妙にリンクしていって、まさに南方
曼陀羅のように世界がとめどもなく広がって
いくのが楽しい。たとえば荒俣宏と水木しげ
るの間には、とんでもない本が挟まっている
のだ。小松和彦や田中優子などの著作は言う
までもない。ジャンルも妖怪から民俗学、熱
帯紀行文、陰陽学、博物学と、かなりの分野
の本がリンクしていく。思わずニヤリとして、
店主の好みや癖までもが見えてくるのがコワ
イ。他人の本棚をのぞくような本もある。そ
の人の趣味や人間性までもが丸見えになって、
あれこそはまさにＳＭと呼ぶべきだろう。
見る方も見られる方
も快感なのである。
もっともアラマタ本
の横に、杉浦日向子
の『百物語』を並べ
ている古書店もあっ
古本店（筆者著「福井県
た。
路上博物誌」壱より）
これ など はどう 解釈
したらよいものか、はたと困ってしまう。む
しろ、悪趣味とでも呼ぶべきか。

格安旅行アクシデント発生
どうにかホテルに戻れた頃には、すでに日が
ニューヨークと
替わっていた。
云えば本場ミュー
朝になっても停電は復旧せず、至る所に武
ジカルに感動し、
装警察官がいるのに、なぜか人々は陽気で楽
メトロポリタン美
しげに見えた。観光客の肩を抱き、写真に収
術館でお勉強し、
まる警官までいて驚きである。
五番街のティファ
やっと昼頃復旧したと思えば、五番街もメ
ニーでお買物・・のはずであった。
大停電中のケネディ空港に着いたものの、暗 トロポリタンも全て閉店でがっかり。
地下鉄も止まったままで、移動はバスのみで
闇のロビーには人々が溢れていた。
帰る手立ても見つからず不安ばかりが増して ある。しかしこのバスが全部タダと聞けば、
なんてアメリカは太っ腹！と感心した。
いた。
唯一ブロードウェイだけはどの劇場も再開
助けてくれる人はいないか、探していたそ
の時 地獄に仏 とばかり、日本人同士が固 され、日本で事前に映画で下見し、万全の思
まっているではないか！異国で思わぬトラブ いで、本場ミュージカル「シカゴ」の観客と
ルに巻き込まれ、テレパシーを持つが如く、 なれたのである。
同胞を求め自然と集まる現象に感動してしまっ 隣に座った相方は、五分も持たずに高いびき
となり果て、がっくりであった。
た。
エムワン
法外な料金を吹っ掛けるタクシーとの交渉
役は、ＮＹ滞在の経験があると話す商社マン。
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いまだてとしょかんだより
今立総合支所を北に１００メートル程進むと、右手に「今立芸術館」と「今立
ふれあいプラザ」の広い駐車場があります。
その駐車場の一番奥で、もみじ、どうだんつつじ、山茶花、クスノキなどの林
の木洩れ日を浴びて佇んでいるのが今立図書館です。
建物の東側の田んぼでは畦をキジがウォーキングをし、サギが餌をついばんだり
と、昭和５８年に建築されたレンガ模様の図書館は周囲の里山の風景に馴染んで、
いかにも来館者を癒しているかのような印象を受けます。
今立といえば１５００年もの古い伝統を持つ「越前和紙」が全国でも有名です。
地元の小学生は学校で和紙の歴史を学ぶだけでなく、卒業時には自分で漉いた越
前和紙の卒業証書を授与されて学び舎を巣立っているのです。
そんな紙漉き体験が出来る「パピルス館」から、越前和紙の紙祖神「川上御前」
が祀られている岡太（おかもと）神社迄の一角が 古くから紙漉きを生業として
きた「五箇」といわれている地域です。
ここでは、連綿と続く紙漉き職人の伝統とそれを支えてきた歴史ある町並みの
佇まいを感じることができます。
「歩き疲れたな」と感じる頃に現れるのが、昔から町民に愛されている「熊野餅
店」。「薄皮餅」や「ぼたもち」「あべかわ餅」等、正直な味が飽きない、お餅
の老舗でしょうか。
このように県内でも有数の歴史と伝統のある今立地域をフランチャイズにする
図書館なので、越前和紙をメインに地元との連携を密にして、地域の特性を活か
した、今立地域でしか出来ない図書館づくりを地域の人と協働で進めていきたい
と考えています。一度お越しくださいませ。

回答者：鈴木晴代京都ブックトークの会元代表

教えて下さい、鈴木先生

Ｑ．ブックトークを組み立ててはみたものの、どうやって練習したらよいのかわかりませ
ん。目の前に、我が子なり同僚なりいてもらえるといいのですがなかなか３０分も４０分
もついていてもらうのは難しいものです。ひとりでできる練習方法とその時の留意点など
教えてください。
Ａ．誰かに聞いてもらうのが一番ですが、それが難しければ、ご自身が二役しましょう。
今は機械もたくさんあります。録音・録画して再生、チェックすればいいと思います。
ブックトークは語りに近い…と講習でも申し上げたと思います。特に耳から聞いて物語を
想像できるかは、初心で聞いて押える必要があります。
画像の方は、本の見え方、向きなどチェックしてください。
ご自身の姿勢も。子どもと本の間に入ってしまっていないかなどチェック。子どもたちは
大抵、扇状に座ることが多いと思います。どの角度からも見える状況かどうかも確かめる
必要があります。
カメラは何台も用意できません。その場合、鏡を用意して下さい。できるなら、複数枚
（ある程度の大きさのもの3枚あれば）子どもたちが座る位置・距離に配置して。（像の
関係で遠くなります）鏡にいくつか○を書いておくといいですよ。子どもたちの顔です。
その目を見ながら実演してみてください。
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ない︒ちなみに漢字で﹁森﹂と書いてみ
てください︒活字では上の﹁木﹂は平べっ
日本の森は〝誇りの森〟
たく︑下の二つの﹁木﹂は細長い︒手書
山下 裕己
きであればもっと明確で︑三つの﹁木﹂
世 界最大 の生き 物は？ そう 聞かれ て︑ は少しずつ形が違うはずだ︒
大抵の人はクジラを思い出 すに違いない︒ そう︑日本の森にはいろんな﹁木﹂が
体長三十㍍︑重量百㌧を超 えるシロナガ 生息している︒単相林が多い諸外国と違っ
スクジラはとてつもなく巨 大である︒だ て︑広葉樹も照葉樹も針葉樹もある︒越
が正しくは﹁樹木﹂と答え なければなら 前市とも縁が深い養老孟司さんは︑欧米
ない︒
で樹木の名前を覚えようと思えば数種類
﹁セコイア﹂というスギ 科の針葉樹で で事足りるが︑日本ではとても覚えきれ
ある︒米国のシエラネバダ 山脈︑その名 ない︱と話している︒
も﹁セコイア国立公園﹂に あるジャイア
そこは生態系豊かな〝誇りの森〟であ
ント・セコイアは樹高八十 三㍍︑推定重 る︒鳥や哺乳類はそこでエサを確保しね
量二千三十㌧︒人々は敬意を込めて〝シャー ぐらにする︒養老さんが大好きなゾウム
マン将軍〟と呼んでいる︒
シなど多くの昆虫がうごめいている︒人
高さでは二〇〇六年︑カ リフォルニア 間たちも食料や生活資材の世話になる︒
州の﹁レッドウッド国立公園﹂で見つかっ
さて︑周りを見渡せば︑鎮守の森があ
たセコイアの百十五・六㍍ に首位の座を り︑里山がある︒思い立ったら登山や山
譲ったが︑将軍の体積は五 十㍍プールに 菜採りを楽しめる山もある︒当たり前す
匹敵する巨木で︑樹齢は二 二〇〇年とい ぎて気付かないが︑都会人がうらやむ恵
われている︒
みがある︒
物言わぬセコイアではあ るが︑その年
地球温暖化が危惧されＣＯ２の削減が
輪には幾星霜の歴史が刻ま れている︒一 叫ばれる今︑森林が果たす役割は大きい︒
四九二年のコロンブス米大 陸発見や一七 森を守ることは︑地球を守ること︑人間
七六年のアメリカ独立宣言 公布なども︑ が生かされること︒そこまで大上段に構
しっかりと記憶している︒ 生命の起源は えなくても︑森や山はそこにあるだけで
﹁母なる海﹂にあるという が︑陸上の森 美しい︒春夏秋冬の〝衣替え〟を目にす
林もまた偉大な生命を育んできた︒
る楽しみは失いたくない︒
大陸の話はさすがにスケ ールが大きい︒
福井新聞社論説主幹
しかし島国・日本の森林も捨てたものじゃ

旅の番外編ア ラ カ ル･ ト･
･
･
ギリ シャ 編

逃げない 追･わない 走･らない猫

も とより 猫は自 分の世 界に自 由に生 き
る動 物だが ︑それ をより 実感し た︒こ こ
はエ ーゲ海 ︑イド ラ島︒ その昔 交易商 人
が財 をなし た島︑ 今はリ ゾート 地︑芸 術
家に 好まれ ている ︒自動 車︑バ イク乗 り
入れ 禁止︒ 透明度 の高い 海で十 一月と い
うの に心地 よさそ うに泳 ぐ姿︑ 足元ま で
透き 通って 見える ︒脱衣 した衣 服の側 に
猫︑ 岩場の 入口に 猫︑路 肩に猫 ︑テラ ス
のいすの上でごろりとしている猫︑キャッ
トフ ードを 口にし ている 猫︑そ の横で 欲
しが りもせ ず座っ ている だけの 猫︑教 会
の入 口で案 内役の ように ポーズ を取っ て
いる猫︒つ いぞ鳴き声も聞 かなかったし︑
走っ ている 姿も見 かけな かった ︒唯一 私
が﹁ ミュー ﹂﹁ミ ュー﹂ とよん だらゆ っ
くり足元へ寄ってきた︒︵よりかわいかっ
たよ ︶人間 とトラ ブル︑ 猫同士 のいさ か
い︑ 全くな いのだ ろう︒ ゆった りと時 間
が流 れる島 の猫社 会︑平 和なん だなあ ︒
そし て人々 も︵政 治経済 世界で はいろ い
ろあるのだろうが︶

三月瓢

三* 月瓢さんは︑図書館友の会の会員︒現在 ︑福井県生
活学習 館﹁ユー アイふく い﹂にて 講座 朗 読︱声 にの

せよう ︑ことば と心︱を 担当︒他 に図書ボ ランテ ィア
活動︒
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編集後記

500円（＊会の運営に充てさせていただきます。）
入会金
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どなた でも入
活動の趣旨に賛同してくださる方なら
入会方 法

﹁会 報は簡単 だよと背 を押され ﹂ 会報 作りに チャレン ジ
します
エムワン
図書 館友の会 の一年も 暮れよう としてい ます︒ 一番の思 い
出は︑やはり古本市の準備でしょうか・・︒ツラカッタ︵ ︶K
♪読 みたいん だけどぉ 〜離れて るのさぁ 〜♪の １年間で し
た︒早く︑春が来ないかなぁ⁝
KADOS
未だ 余裕のな い活動参 加ですが ︑毎回足 が向く のは︑案 外
楽しんでいるのかも・︒スタッフが増えるといいのにね︒ M
友の会の存在意義を 常に自問し︑その答えを深め︑崇高 な
会報を編集して行きたい︒
不施院
書に 関る仲間 と集うの は楽しい な︒新し く一緒 に楽しも う
よ︒今年の目標︑百冊は辛うじてクリアかな︒
・Y H
寄る 年波と天 然の境界 が不透明 になりつ つある ︑長谷川 で
す︒
長谷川 秀代
図書 館の南側 の総ガラ ス窓から 眺める景 色に︑ 心が和み ま
す︒すてきなオアシススポットです︒
茜風
ひとつの言葉に哀しんだり︑天にも昇ったりの一年でした︒
さて今年は・・・？
杏理子
寅年 は世の中 が荒れる ？そう言 えば︑女 房も息 子も寅年 ︒
静かに時の流れに身をまかすか︒
Ｏ 2
今年 は寅年タ イガース を応援し たいけど ︑地元 選手がた く
さんいるカープを応援します︒・・・・・・・・・・錦鯉
「図書館をもっとみんなに利用してもらおう」

図書館友の会でいっしょに活動しませんか？

「こんな事業をしたら楽しいな」、

そんな活動をいっしょにしませんか。

年会報の発行・図書館の行事やイベントへの協力・参加など
主な活動

会できます。

カウンターもしくは、友の会事務局員へ申し込んでください。

