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ＤＶＤ「東松島からのメッセージ」
を上映しました
～震災関連パネル・柏市立図書館所蔵震災関連資料展～

上映 DVD より

３月８日・１０日・１１日の３日間，
ＤＶＤ「東松島からのメッセージ」上映
と震災関連パネル・柏市立図書館所蔵震
災関連資料の展示を行い，１３６名もの
方が来場しました。
このＤＶＤは，
「地域の記録を残すのは
図書館の仕事」と東松島市図書館員が震
災体験の聞き取りに取り組んで作成さ
れ，柏市立図書館に寄贈を受けたもので
す。45 分間にわたり，地震・津波の映
像と市民の生々しい被災体験や避難所の
様子などが綴られ，復興に取り組む人々
の力強い姿も紹介されています。
この催しが新聞に取り上げられたこと
もあり，柏市や近隣の方だけではなく，

千葉市・習志野市・県外などからも東松
島市や宮城県出身の方々，またゆかりの
ある方々が来場され，故郷への強い思い
が感じられました。
来場者アンケートにも，
「被災された方
の生の声に，津波の恐ろしさがよくわか
った」
「地域のつながり，お互いが助け合
う心が大切」
「生きていく意味・命の大切
さを考えさせられた」等の声が寄せられ，
多くの人が「忘れずに後世に伝えていく
ことが大事」だと感じられたようでし
た。「忘れて欲しくない」という被災地
の気持ちとこのＤＶＤを見た人達の気持
ちがつながることができたと思います。

借 り た 本 は 大 切 に。 返 却 期 限 を 守 り ま し ょ う。

絵本作家 和歌山静子先生乳幼児読書講演会

「絵本をよむこと心を育てること」
平成２７年２月１日（日）に，絵本作家和
歌山静子先生をお招きして，乳幼児読書講演
会「絵本をよむこと 心を育てること」を開
催しました。
この乳幼児読書講演会は，子育て支援事業
「ブックスタート事業」のボランティア研修
の一環として，毎年ブックスタートや読み聞
かせボランティアの方を中心に，広く市民の
方も対象として開催している講演会です。
和歌山先生は，児童文学作家・寺村輝夫氏
の人気シリーズ『ぼくは王さま』の挿絵をはじめ，『はしるのだいすき』など数々の乳幼児
絵本を手がけている人気絵本作家です。当日は１９０名もの参加者が集まり，講演会は大盛
況となりました。
先生からは，親子連れの方への読み聞かせ実演なども交えつつ，実際の絵本作りのエピソ
ードや，御自身が今までに出会ってきた人や本に関することなど，時に面白可笑しく時に感
動的なお話しで，絵本を読むことの大切さについて語っていただきました。
参加者からは「『生涯お気に入りの絵本を一冊でも持つ』という言葉が印象に残った」な
どの感想が寄せられました。

―明治の日本が生み，パリが育てた稀有なる創り手―

文芸講演会

「藤田嗣治 本のしごと」

～日本とフランスの出版文化の懸け橋となって～
平成 27 年３月１日（日）
，美術史研究・美術評論家の林洋子
氏をお招きし，文芸講演会「藤田嗣治 本のしごと～日本とフ
ランスの出版文化の懸け橋となって～」を開催しました。柏市立
図書館で美術関係の講演会を行うのは初めての試みです。当日は
生憎の雨でしたが，約 130 名の方に御参加いただきました。
藤田嗣治と千葉県の意外な繋がりや，今なお古さを感じさせ
ない画風，本の装丁から見られる遊び心など，たくさんのスラ
イドを交えてお話しいただきました。
林先生は講演会開始間際まで新しい情報を探して下さり，続
きの気になるお話しがたくさんありました。参加者からも，林
先生の情熱や見識の広さに感心する声が聞かれました。

図書館のおはなし会
柏市立図書館ではボランティアによるおはなし会を行っています。
参加されるお子さんの年齢に合わせて，主に絵本の読み聞かせや紙芝居，わらべうた遊び，パネルシ
アター，折り紙などをしています。時間は３０分から１時間程度です。
事前申込みはいりません。お近くの図書館のおはなし会にぜひご参加ください。
※日程は変更になる場合があります
ボランティアグループ

日

時

主な対象年齢
場
所
※日程は変更になる場
豊四季台分館
子どものへやコーナー
℡ ７１４５－９５４６

合があります
きらきらおはなし会

毎週水曜日 午後3時～３時３０分
祝日休み ８月は休みの場合あり

おはなし あのね

毎月第３木曜日

午後3時40分～4時20分

おはなし広場

毎月第３火曜日
8月休み

午前10時30分～11時30分

いないいないばあ
おはなしたまてばこ

毎月第３金曜日 午前10時30分～11時２０分
祝日の場合は第２金曜日 8月休み

おかあさんの
おはなし会

毎月第３土曜日
8月休み

おはなしどんぐり

毎月第３木曜日
午前１０時３０分～１１時

０歳～６歳

増尾近隣センター会議室Ｂ
℡ ７１７２－９１９３

おはなし
ピンポンパン

毎月第２火曜日
祝日休み

午前10時30分～11時

０歳～４歳

光ケ丘近隣センター遊戯室
℡ ７１７５－３７４６

おはなしや

毎月第1水曜日

午前10時30分～11時30分

０歳～３歳

新富近隣センター和室
℡ ７１４７－２６９０

たかちゃんの
おはなし会

毎月第3金曜日

午後3時～3時30分

０歳～５歳

高田近隣センター
２階和室1･2
℡ ７１４７－２４４０

がらがらどん

毎月第３土曜日 午前10時30分～11時15分
祝日の場合は翌週

１歳半～小学生

根戸近隣センタ－
２階Ｂ会議室
℡ ７１３１－６０５３

ねどちゃん

毎月第1金曜日 午前10時30分～11時
祝日の場合と１月は翌週 8月休み

０歳～５歳

根戸近隣センタ－和室
℡ ７１３１－６０５３

おはなしのへや

毎週土曜日（第5週除く）
８月は休みの場合あり

２歳～小学生

新田原近隣センター
２階和室５
℡ ７１６７－１２９８

まつぼっくり
おはなし会

毎月第２水曜日
8月休み

絵本の出会いの広場

ほしの子

奇数月の第３金曜日 祝日休み
午前10時30分から10分くらい読み聞かせ，絵本の広場11時
30分まで

にじいろおはなし会

毎月第２金曜日 午後4時～４時３０分（11月～1月は午後3時
45分～４時１５分）５月は第３金曜日 ８月休み

メルヘン

毎月第１火曜日 午前１０時３０分～１１時
８月・１月・祝日休み １２月は第３火曜日クリスマス会

本館 おはなし会

こども図書館
おはなし会

午後3時 ～3時30分

午後2時～2時30分

午後4時～4時30分

①毎週木曜日のおはなし会
☆４月～７月と９月～１０月 午後４時～４時３０分
☆８月 午前１０時３０分～１１時
☆１１月～３月 午後３時３０分～４時
②毎月第３土曜日のおはなし会 午後２時３０分～３時
（８月は午前１０時３０分～１１時）

休館日を除く毎日 午前１０時３０分～１１時
（土・日・祝日は午前１１時～１１時３０分）
※午前中に音楽などの他の行事がある場合は休み

０歳～6歳

０歳～小学生

田中近隣センター遊戯室
℡ ７１３４－２５４６

０歳～3歳

南部近隣センター１階和室
℡ ７１７２－９１９４

０歳～３歳

西原近隣センター２階和室
℡ ７１５２－９８９８

０歳～小学生

布施近隣センター遊戯室
℡ ７１３２－３１９３

１歳～５歳

松葉近隣センター和室３
℡ ７１３４－００４６

０歳～３歳

藤心近隣センター２階和室
℡ ７１７５－４９４６

３歳～小学生

藤心近隣センター１階茶室
℡ ７１７５－４９４６

０歳～５歳

高柳近隣センター
ロビー畳コーナー
℡ ７１９３－１１６０

場所：本館おはなし室
℡ ７１６４－５３４６

場所：こども図書館おはなしのへや
℡ ７１０８－１１１１

～本館企画展示～
図書館本館 1 階ロビーでは，様々な企画展示をしています。
ここではその一部をご紹介します。

「絵本をよむこと心を育てること」
1 月 25 日～2 月 1 日

『ぼくは王さま』シリーズや絵本『てんてんてん』
など，和歌山静子さんの作品を集めて展示しました。
乳幼児読書講演会のＰＲと併せての展示となりました。

「手づくり絵本展」
2 月 19 日～3 月 4 日

「柏えほんの会」の皆さんが，１年間をかけて作成
した絵本の展示を行いました。
毎年恒例のこの展示，楽しみにしているファンの方
も多いようです。レイアウトや装飾など，様々に工夫
を凝らし，思わず見入ってしまう作品の数々が揃いま
した。

「柏の水道に関する本＆パネル展」
3 月 24 日～4 月 5 日

柏市水道部が作成したパネルと，水道に関する本の
展示を行いました。
クイズや実際に触れる水道管の模型なども展示し，
普段あまり意識しない“水道”を楽しく知ることが出来
ました。

図書館メモ
本 館
各
館 豊四季台分館
の
根戸分館
電
南部分館
話
西原分館
番
号 永楽台分館

☆蔵書冊数（雑誌を除く）９０８.３９７冊（平成 27 年 2 月末現在）登録者８４,２８９人（平成 27 年 2 月現在）

７１６４－５３４６
７１４５－９５４６
７１３１－６０５３
７１７２－９１９４
７１５２－９８９８
７１６３－１２３２

増尾分館
光ケ丘分館
松葉分館
藤心分館
高田分館
田中分館

７１７２－９１９３
７１７５－３７４６
７１３４－００４６
７１７５－４９４６
７１４７－２４４０
７１３４－２５４６

布施分館
新富分館
新田原分館
沼南分館
高柳分館
こども図書館

７１３２－３１９３
７１４７－２６９０
７１６７－１２９８
７１９２－１１１５
７１９３－１１６０
７１０８－１１１１

