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ミニコンサート

ご参加
ありがとうございました

五月 二十二日︵ 土︶に 集会とミ
ニコン サー トが 行わ れ︑ この 一年
の総事 業と 決算 の報 告が なさ れま
した︒
集会 に参 加さ れた 方は 少な く︑
続くミ ニ・ コン サー トは ︑今 回は
事務局 員の 田中 さん が寄 贈し てく
ださっ たピ アノ のお 披露 目と いう
目的も かね てい たた め︑ 広く 皆様
に楽し んで いた だこ うと 一般 の方
のご参 加も 募り まし たと ころ ︑な
んと六 十名 近い 方が お越 しく ださ

り︑事務局員一同感激でした︒
は なやか な衣 装に 身を 包ん だ福
田美穂さんによるショパンやシュー
マン の調べ に皆 さん ゆっ たり とし
た時 間をす ごさ れた ので はな いか
と思います︒
お 客様の 中に は︑ 赤ち ゃん を抱
かれ た方も いら っし ゃい まし た︒
まる でみど りご が子 守唄 を聴 いて
いる かのよ うで ︑音 楽の 持つ 不思
議な力を感じました︒
最 後には アン コー ルの 声も 頂戴
し︑バンクーバーオリン
ピックで浅田真央選手が
滑ったハチャトリアンの
﹃仮面舞踏会よりワルツ﹄
でにぎにぎしくはじめて
のミニコンサートを終了
することができました︒
友 の 会 で は 今後 こ う し
た 音 楽 を 取 り 入れ た 催 し
を 増 や し て い く予 定 で す
の で ど う ぞ ご 期待 く だ さ
い︒

﹁市立図書館の思い出﹂と﹁会長就任あいさつ﹂
宗 近
惣 助

高校 時代 の市立 図書 館は︑現 在の市 役所 南西の一隅 に︑石
造の図書館でした︒︵その写真は︑現 在の図書館入り口を入る
と左側に展示︶高 校から帰る時には図書館へ立ち寄ったもので
す︒館 内は︑やや薄 暗い感 じであ りましたが︑中 へ入ると心が
安らぎました︒一年の社会科の佐久間先生から夏休みにレポー
トの宿題があ り︑その際に︑岩 波新書 の﹁世 界の平 和﹂を参 考
にして発表したことがありました︒また︑混み合 った電 車の中
で︑Ｙ君が︑いつも︑﹁源氏 物語﹂の本を読み耽っている姿に触発
されて︑わたしは︑岩波 文庫のステイーブンソン著﹁若 い人々の
ために﹂を張り合って読んでいました︒
市教 委社会教 育課勤 務の時に︑市 制三十 周年記 念として︑
市職員 が各 部ごとに芸能発表 をしました︒市教委 チー ムは︑
故加藤良 夫氏をリー ダーとして︑新しい図書 館の三階を借り
て︑夜七 時から練 習しましたが︑発表 の際にはハプニングがあ
り懐かしい思い出です︒
さて︑現在 の新しい図書館 ができ︑広 々とした空間 の中で沢
山の本があり︑私達が手にとって本に親 しむができることは至
福の時間 です︒さ らに︑図 書館との繋 がりが一 層深 まりまし
た︒ それは︑はから ずも︑図書 館友の会 の会長という 大役を
お引 き受 けしたことです︒わたしが武 生南小学 校に勤務して
いた際 に︑ＰＴＡ活動を熱心にされていた村上さんから ︑会長
をお願いしたいというお言葉があり︑自分の非才を省みずに引
き受けました︒栗波 館長 とも深 いご縁があ り︑皆さ んのご恩
に少しでもお返しすることができればという思いでした︒
図書 館と本 との出会いをこよなく愛し合 う﹁友の会 ﹂のため
に︑微力ながら努めさせていただきますので︑今後ともご指導
とご支援をお願い致します︒
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集会＆

演奏中の福田美穂さん

受講生募集 児童文学を楽しむ会

17

講師 谷出千代子 仁愛大学
二〇一〇年度 第三回目および四回目
時間 午後七時から八時四五分
場所 今立図書館
対象 中学生以上

鈴木晴代

９月 日︵金︶
母性の魔力と魅力
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昔話絵本﹃三枚のおふだ︵福音館書店︶﹄
﹃ヘンゼルとグレーテル︵岩波書店︶﹄にみる母性

月 日︵金︶
ナンセンス絵本の楽しみ

﹃ひたひたどんどん︵開放出版社︶﹄
﹃まないたにりょうりをあげないこと︵講談社︶﹄
﹃ひみつのカレーライス︵アリス館︶﹄から
お問合わせは中央図書館まで 電話二二ー〇三五四

第二回﹁影﹂を終えて

第二 回の七 月十六 日は ︑﹁影 ﹂に焦 点があ てら れた︒ 一
言で﹁ かげ﹂ と言っ ても ︑大地 にうつ る影法 師︑ 水面に 映
る姿︑ 月影︑ 影あそ び⁝ また︑ ﹁原っ ぱ﹂な どと 呼ばれ る
場所を示す言葉でもあるという︒
さら に︑隠 れるこ と隠 される こと︑ 裏の部 分︵ 或いは ヒ
ダの部 分︶︑ 無意識 の部 分︑老 いや死 を象徴 する もので も
あるという︒
﹁か げ﹂と いう言 葉そ のもの が出て こなく ても ︑文章 の
中に﹁ かげ﹂ が浮き 上が ってく るもの もある ︒﹁ 影﹂は ︑
意外 に も ︑ 文 学 の 立役 者 な の だ ︒ 存 在感 が 薄 い こ と を ︑
﹁影が 薄い﹂ などと いう が︑影 という のはま さに 生命力 ︑
人間性 ︑人の 厚みの 現れ ︒影が ︑物語 に深み と奥 行きを 与
え︑人間臭さを肯定してくれている︒
先生 の﹁影 ﹂の話 に﹁ 光﹂の 隅々ま で届く 思い がした の
は私だけだろうか⁝
︵澄︶

教えて下さい、鈴木先生
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京都ブックトークの会元代表

Q.夏になると、何といっても怖い話を一つ二つ組み入れたくなります。けれど怖いのが苦手とい
うお子さんがいたらどうしよう？と躊躇することも。おすすめの怖い本がありましたら、対象別
に（低学年・中学年・高学年）教えていただけませんか。また、留意点なども教えてください。
ブックトークの目的は本の紹介を通して、もちろん今、目の前にいる子供たちの読みたい気持ち
を喚起することにありますが、そのもっと先には子供たちの生きていく中で、ずっと本と仲良し
でいてほしい、生きる力にしてほしい、という大望もあるわけで、そのためには本格的に読書に
つなげていく、そんな力を培ってくれる作品を取り上げたいものです。この本を読んでほしいな
の気持ちを託してブックトークにとりくんでいただけたらと思います。
低学年には 民話から
『くわずにょうぼう』稲田和子（再話）赤羽末吉絵 福音館書店
『子そだてゆうれい』桜井信夫文 若山憲絵 ほるぷ出版
『おぶさりてぃ』 川村たかし文 関屋敏隆画 教育画劇
とっぴんぱらり、でも どんとはらい ででもお話のおしまいの合図で怖さを引きずらないで済
みます。
中学年には民話や伝説
『しりっぽおばけ』ポール・ガルドン再話・絵 代田昇訳 ほるぷ出版
『本所ななふしぎ』斉藤洋作 奥江幸子絵 偕成社
『雪女』小泉八雲 平井呈一訳 伊勢英子絵 偕成社
高学年には
『怪談』小泉八雲作 平井呈一訳 偕成社文庫
保永貞夫訳 講談社青い鳥文庫は『耳なし芳一/雪女』
他に教育画劇から「古典怪談傑作選」が全5巻で出ています。（アンソロジー）
汐文社から「怪談 小泉八雲のこわーい話」全10巻 高村忠範訳であります。
『時計は止まらない』フィリップ・プルマン 偕成社
『なぞの遺伝子研究所』ジリアン・クロス 偕成社
モンタギューおじさんの怖い話』クリス・プリーストリー作さんべりつこ訳 理論社
と同時にもっと別な怖いものの存在（戦争・差別・貧困・病気・自然崩壊eｔｃ.)も伝えられた
らと思います。
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四苦八苦︑原稿依頼に悩まされて
書評を書く順番がついに巡ってきた︒
図 書館友 の会に籍を置く者 にとっては不 適格ではあ るが︑社
会に出てから文学書ら しきものとは不縁になって久しい︒何と
か一冊でも読んで書こうと努力中 であ るが︑読書予 定の出張
のＪＲの中でも睡魔に襲われてしまった︒デ ンマーク戦のせいに
はしたくはないが・・・・︒
昔︑宿 題の読書 感想 文が一番 最後に残り︑毎年のように登
校 日の前の晩に︑母 に叱 られながら泣 きながら清 書した思い
出がよみがえった︒
本から遠ざかっているわけではない︒
ＨＯＷ ＴＯもの︑中谷彰宏 の精神根性 もの︑整理学の本 ︑写
真 の多い雑誌︑アエラ等は好んで手に取る︒ただ︑感想 文を書
くとなると︑非常に厄介で億劫である︒
会報 の原稿を︑他人には簡単 に依頼 する身 勝手さを︑あらた
めて自戒した︒
友 の会 のメンバーには多読家が多く︑私が初めて耳にする作
家 も少 なくない︒家に戻ってＧｏｏｇｌｅで検索 してさ えも理 解
できない作品もある︒
最近 は︑私の興味 のカテゴリー守備 範囲外であると割り切っ
て考えることにしている︒
アマゾンお勧めや 話題の本 をとりあえず購 入し︑読んだ気に
なっていることが何と多いことか︒これを機会にトイレの中の
ライブラリーの入れ替えをするつもりでいる︒
一応 ︑既定の字数は埋めたが︑以後再び文章の依頼はないと
思う︒頭の中を見透かされたようで︑怖い気もする︒
ｍ

「ヴェニスに死す」
movie

ルキノ・ヴィスコンティ監督 1971年作 130分

水の都として知られるヴェニスの夏は、地中海から吹いてくるシ
ロッコ（熱風）で気温が40度近くまで上昇し、運河の水も時間も停
滞したかのようになります。
この時期ヴェニスを訪れた、地位も名誉もある老境に
さしかかった芸術家アッシェンバッハは、彼を魅了する美しい少
年タッジオに出会います。若さと美しさを追い求めれば求めるほど、
浮き彫りになっていく彼自身の老い。
かつて爛熟の繁栄を迎え、今疫病の蔓延により急速にたそが
れに向いつつあるヴェニスを舞台に、美に知性を眩惑されていく
図 書館には、他にもヴィス
芸術家の深い心理世界を見事に描いたトーマス・マンの傑作を、
コンティ監督のDVDがありま
ヴィスコンティ監督がたとえようもなく美しい映像美に仕立てあげ す。
ました。
全編を通じて流れる交響曲第5番第4楽章「アダージェット」は作曲家マーラー（主人公のモデルと
される）による音楽のラブレターと言われるだけあって、恍惚とも陶酔とも言えるようなエクスタシー
を引き起こし、タッジオの美少年ぶりも手伝って観るものを眩惑させます。
この夏、「マーラーは危険」、「ヴィスコンティは危険」、「美少年は危険」の３Kの世界にあなたも浸っ
てみませんか。
第２４回カンヌ国際映画祭 ２５周年記念賞受賞

いざ鎌倉へ

三田村善衛

どう いう心 境な のか ︑気 が向い たの でぶ らり と
鎌 倉に まで足 を伸 ばす こと にした ︒し かし 目障 り
な くら いに観 光客 が多 い︒ 江ノ電 など は満 員で な
か なか 乗れな い︒ お決 まり の長谷 寺に てア ジサ イ
を 満喫 ︒雪の 下あ たり も︑ あいか らず アン ティ ー
ク や骨 董関係 の店 が少 なく ないが ︑内 容は 今一 つ
で あっ た︒イ タリ アン や甘 味ばか り食 べて いた が︑
や っぱ り観光 地回 りは 僕に は向い てい ない よう だ︒
中 古レ コード 店や 古書 店に 居座っ てい た方 がず っ
とシアワセである︒
足が 疲れた し︑ すっ ごく 暑いの でタ クシ ーに て
北 鎌倉 まで移 動す る︒ 北鎌 倉とき たら 寺め ぐり し
か ある まい︒ 円覚 寺︑ 東慶 寺︑明 月寺 ︑浄 智寺 と︑
ク ソ暑 いのに 徒歩 で移 動︒ 普段の 運動 不足 を思 い
知 る︒ 足が痛 い︑ 疲れ る︑ シャワ ーを 浴び たい ︑
冷 やし ぜんざ いを 食べ たい ︑と愚 痴を 連発 しな が
ら ダラ ダラと 歩い て︑ お目 当ての 浄智 寺の 澁澤 龍
彦 のお 墓にた どり 着く ︒ち なみに 彼の 命日 は八 月
五日である︒
マル キ・ド ・サ ドや ユイ スマン スに 夢中 だっ た
彼 の墓 も︑意 外と 純日 本風 な場所 に落 ち着 いて い
た ︒横 尾忠則 ︑埴 谷雄 高︑ 池田満 寿夫 ︑四 谷シ モ
ン ︑唐 十郎︑ 三島 由紀 夫な ど︑彼 の時 代の 周囲 の
芸 術家 たちは 独特 のア ンテ ナでも って どこ とな く
自 然に 集まり ︑奇 異な サロ ンを形 作っ てい たの だ
ろ う︒ 荒俣宏 らも 何度 か足 を運ん だで あろ う澁 澤
の 墓前 には︑ 今も 全国 から 熱心な ファ ンが 墓参 り
に やっ てくる らし く︑ ワイ ンや薔 薇の 花が 供え ら
れていた︒
あの高丘親王はここで静かに眠っているのだ︒

﹁読書人よ ささやかな行動を﹂
永田 康弘

最近︑実にシンプルな疑問なのだが︑
﹁目 の暴走 族﹂ を自認 し︑ 月に十 冊 考え るこ とがあ る︒ ﹁なん で本 ばかり
は本と 親しん でき たが︑ ここ 一︑二 年 読む の︒ もっと 外へ 出て楽 しい ことが
パタっ と読ま なく なった ︒な んのこ と いっ ぱい あるの に﹂ ってね ︒ギ ョっと
はない ︒五十 四歳 で三十 一年 勤めた 会 する ︒﹁ 読書を する ことは 知性 につな
社を退 職し︑ 農業 を始め ︑本 代を捻 出 がる し︑ 見識を 高め ること にも なる︒
できな くなっ たか らだ︒ 挙げ 句に毎 日 知ら ない 世界に もい ざなっ てく れる﹂
疲れ果 て焼酎 をあ おって 寝て しまう 体 そんな回答は︑あまりにも優等生的だ︒
たらく︒なさけない︒
言い たいのは ︑もしかし たら最悪
長ら く地方 紙の ライタ ーを してい た︒ ﹁勉 強倒 れ︑読 書倒 れ﹂に なっ てしま
その関 係で郷 土出 版物に は目 がなか っ うの では ないか ︑と いうこ とだ ︒いく
た︒古 本屋を 回っ ては回 収に 走り︑ い ら知 識を ため込 み︑ 見識が 高く ても︑
つの間 にか大 きな 本棚を 占領 するは め それ を社 会に還 元し なけれ ば︑ 何の意
になっ た︒水 上勉 ︑津村 節子 ︑中野 重 味もないのではないか︒
治ら福 井とゆ かり のある 作家 にも手 を
例 えば ︑感動 的な 児童文 学に 接した
出し︑ 全集ま でも 買い求 め︑ 部屋の 飾 ら︑ それ を将来 の大 人たち に読 み聞か
りになっている︒
せた り︑ 核大国 アメ リカの 大統 領のプ
また ︑いわ ゆる 硬派の 作家 にも目 を ラハ 演説 に感動 した ら︑ヒ ロシ マ︑ナ
光らせ ていた ︒大 江健三 郎︑ 加藤周 一 ガサ キを 大勢の 人に 伝えた いと 動き出
ら﹁知 の巨人 ﹂と 称され る人 たちだ ︒ した り︑ 最貧国 の実 情を知 り海 外協力
政治的 にも思 想的 にも大 きな 影響を 受 隊に 参加 したり ︑そ んな行 動が 社会を
け︑今 の筆者 の心 の原点 にな ってい る︑ 動かす原動力になると確信している︒
といえ ば大げ さだ ろうか ︒こ れらと 平 キー ワー ドは平 和と 民主主 義だ ろう︒
行して ︑山書 ︵登 山の本 ︶も 収集し ︑
心 の平 和︑国 の平 和︒社 会科 学でも
山に登 らず︑ 山を 語ると いう ︑登山 仲 自然 科学 でも︑ 読書 人が学 んだ ことを
間から すれば ︑﹁ 暴挙﹂ に出 た︒筆 者 社会 の進 歩に役 立て る︑と いう 発想に
は一向 に平気 で︑ 山岳会 の﹁ 資料派 ﹂ 古さはない︒次代を担う若い人たちに︑
だと自称し︑今日に至っている︒
貢献したい︒そうしてこそ︑ 読｢書倒れ ｣
我が 家の書 斎は ︑本で 四方 ともあ ふ は免れるのではないか︒
れてい る︒こ こで モーツ アル トを聴 き 本の 虫の あなた たち ︑今こ そ︑ ささや
ながら ︑カビ くさ くなっ た本 を眺め ︑ かな行動を起こそう︒
一杯の コーヒ ーを 飲むの が︑ 至福の 時
なのだ ︒だれ にも 邪魔さ れた くない ︑
︵ささだに健康フアーム・代表︶
ひとときである︒
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10月9日（土）13:30〜14:30（開始時刻が変更になりました）

時空を超える旅
メキシコ

日本に健全な森林を作り直す委員会
委員 田中 保

石油に頼らない
森から始める日本再生

この本、おすすめ！

編 著は﹃ 養老孟
司・ 日本に 健全な
森林 を作り 直す委
員会﹄です︒
少 しばか り︑養
老先 生と僕 の関係
をお話させて頂きます︒
先生 とは ︑か れ これ 十年 以上 のお 付 き合 いに
なります︒
先生 が福 井に い らし た時 は︑ 粗末 な 我が 家に
泊まっていただく事が殆どです︒
あ る朝 ︑食 事を 同 じに して いる 時︑ こ んな 会話
がありました︒
﹁福 井も そう だ が︑ 日本 中の 森が 荒 れて いる
ね︒﹂︵養老︶
﹁何 とか しな い と大 変な 事に なり ま すよ ね︒
でもどうするの！﹂︵田中︶
﹁同 じよ うな 事 を考 えて いる 人を 僕 は何 人か
知 って いる ︒そ の 人達 と連 携を 取れ ば 少し は変
わるかもね﹂︵養老︶
とま あ︑ こん な 具合 で委 員会 が誕 生 する 運び
となったのです︒
この委 員会の メンバ ーには 作家 ︑森林 組合員 ︑
大 学教 授を はじ め とす る様 々な 職種 の 人が 集ま
りました︒
分野 を超 えた 幅 広い 意見 が集 まる 一 方︑ 思い
通りにならない一面も︒
さてさて︑この先いったいどうなる事やら︒

-6-

第五回
皆さんは︑メキシコという国名でなにを連想されますか？
白い 砂浜︑ どこ までも 青く 澄み渡 るカ リブ 海に太 陽が さんさ んと
降り 注ぐカ ンク ンリゾ ート ？見渡 して もサ ボテン しか ない砂 埃舞
う荒野に居並ぶ７人のガンマン？
一 六世紀 はじ めにス ペイ ン人が やっ てく る遥か 以前 から︑ メキ
シコ はテオ ティ ワカン やチ チェン ・イ ツァ ︑パレ ンケ ︑ウシ ュマ
ルと いった 地に 次々と 高度 な古代 都市 国家 を築い てい ました ︒驚
くほ ど天体 観測 に優れ てい たマヤ 文明 は︑ 二〇一 二年 にひと つの
周期 を終え る暦 と︑い まだ 解明で きな いコ デック ス︵ 絵文書 ︶を
残し たまま 滅亡 をとげ ︑次 なるト ルテ カ文 明では 生き たまま の状
態で 抉り出 した 心臓を 供え る生け 贄の 儀式 や︑勝 者の 代表が 生け
贄に される 死の 球技が 繰り 広げら れ︑ 最後 のアス テカ 文明が スペ
イン に滅ぼ され るまで ︑さ まざま な土 着文 化が繁 栄を 誇りま した︒
そん な興味 の尽 きるこ との ない謎 の多 いメ キシコ を今 回は旅 しま
す︒皆様どうぞご参加ください︒
六 月に行 われ ました 第 回トル コ編 には たくさ んの 方のご 参加
をい ただき まし てあり がと うござ いま した ︒トプ カプ 宮殿の 秘宝
あり ︑ハレ ムの 悲劇あ り︑ トルコ の公 衆浴 場での とん でも体 験の
エピ ソード あり と盛り だく さんの 内容 で︑ この講 座を 通じて トル
コを より身 近に 感じて いた だたの であ れば これに 勝る 喜びは あり
ません︒
4

学習支援室
中央図書館
場所
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お暑うございます

編 集 後 記

●去る 七 月九 日に ︑﹁ ミ サコ の被 爆 ピア ノ﹂ コ
ンサ ート が 開催 され ︑大 勢の 方々 が 熱心 に聴 か
れて いま し た︒ 大変 嬉し く思 いま し た︒ 六日 の
役員 会に 急 遽お 願い した とこ ろ快 く 引き 受け 頂
き︑ しか も 館長 はじ め役 員の 方々 の ご協 力で ︑
大成 功で し た︒ この コン サー トの 感 動が ︑世 界
の平 和に つ なが るこ とを 祈念 しま す ︒皆 様方 の
ご健 勝を お祈 りし ます ︒
︵ 宗︶
●﹁あ り がと う﹂ の言 葉 は私 の心 を 有頂 天に し
てく れま す ︒友 の会 の皆 様！ 私を 仲 間に 入れ て
いた だき ﹁あ りが とう ござ いま す！ ﹂ ︵ 長︶
●友の 会 も定 番の 行事 を 継続 する 中 で︑ 突発 的
なイ ベン ト が舞 い込 み多 忙な 日々 ︒ ゆる ゆる と
行き まし ょう ︒ゆ るゆ ると ︒
︵ 栗︶
●暑い 日 々︑ 鈴木 先生 お すす めの 怪 談で すぅ っ
とし たり ︑ 料理 本を 参考 に涼 しげ な 料理 を作 っ
てみ たり ⁝ とこ の夏 も図 書館 は私 の オア シス ︒
︵ 杏理 子 ︶

図書館友の会でいっしょに活動しませんか？

「図書館をもっとみんなに利用してもらおう」
「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。
主な活動
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
入会方法
活動の趣旨に賛同してくださる方ならどなたでも入会で
きます。
入会金 500円（＊会の運営に充てさせていただきます。）
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。
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