〈つづき図書館ファン倶楽部のネットワークもよおしのご案内〉
つづき図書館ファン倶楽部は図書館と協働して様々な活動をしていますが、
その他の団体とも協働して、本を核にした楽しい催しをすすめています。
みなさん、どうぞご参加を∼！

つづき図書館
ファン倶楽部

図書館で知の旅へ

通信 ｖｏｌ．44
２０１５年・都筑図書館２０歳
誕生祭特別号

⻑野ヒデ⼦さんの原画展

6／5(⾦)∼7⽇(⽇)10:00∼16:00まで
「おばあちゃんがおばあちゃんになった⽇」
「外郎売」他
場所：都筑⺠家園ナカの間・オクの間

都筑民家園花あそび

⻑野ヒデ⼦さんと
あそぼう

5⽇（⾦）
⻑野ヒデ⼦さんとわらべうた
＆あかちゃん絵本

都 筑 図 書 館の20周年関連 行事のお知らせ
“本＋音＋楽”ライブラリ―ナイト
∼都筑ゆかりの⾳楽家の演奏と本にまつわる司書の話∼
⽇時：４⽉２４⽇(土)１９:１５∼２０:４５
第１部 コンサート奏者：牧千恵⼦氏（バイオリニスト）
岩室晶⼦氏（作・編曲家）
第２部 司書によるリレーブックトーク
会場／都筑図書館(閉館後)
定員／当⽇先着４0名(定員を超えた場合は立ち見も可)
入場／無料 飲み物持ち込み可

講演会

講師:吉原高志氏(ドイツ児童文学者)
『異文化としての⼦ども∼⼦どもの本をとっかかりとして』

ドイツの絵本『もじゃもじゃペーター』からミヒャエル・エンデ
の『モモ』まで児童文学に登場する“いたずらっ⼦”について

⽇時／４⽉25⽇（土）午後１時30分∼３時
会場／都筑区役所６階大会議室
定員／先着60人
申込／受付中。都筑図書館電話またはカウンターへ
共催／都筑区役所

都筑図書館・⼆⼗歳の展⺬会
∼都筑図書館の20年間の歩みをご紹介∼
期間／４⽉24⽇（⾦）∼４⽉30⽇（⽊）
会場／都筑区役所区⺠ホール

都筑図書館

苗木プレゼント！

∼都筑区の⽊「やまもみじ」ブルーベリーの苗⽊∼
⽇時／４⽉25⽇（土）午前10時より
会場／都筑区役所区⺠ホール
定員／先着150名 (なくなり次第終了)

缶バッジを作ろう！

⽇時／４⽉25⽇（土）午前10時∼11時30分
会場／都筑区役所区⺠ホール
対象／中学生以下
定員／当⽇先着50名

⻑野ヒデ⼦資料展

都筑⺠家園のイベント「⻑野ヒデ⼦さんとあそぼう」
と協力して⻑野ヒデ⼦さんの著作を展⺬します。
期間／５⽉12⽇（⽕）∼６⽉８⽇（⽉）
会場／都筑図書館

⼦ども読書の⽇特別おはなし会
市⺠グループ「ラビットさんおはなし会」のおはなし会
⽇時／５⽉16⽇（土）11時∼
会場／都筑図書館対面朗読室

対象／一人でおはなしが聞ける⼦
先着／20名
協力／つづきっこ読書応援団

〒224-0032市内都筑区茅ケ崎中央32-1 ＴＥL： 9 48-2424 FAX 948-2432
http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/tsuzuki/

図書館と私

「野毛の図書館」

横 浜 市 中 央 図書 館 長
山口隆史

私の勤 務 する 横 浜 市 中 央 図 書 館は、 都

筑図書館開館の１年前に竣工しました。ち

ょうど横 浜ランドマークタワーが出 来たこ

ろです。 古くから横浜にお住まいで、４０

代後半から上の年代の皆さんは、建替える

2000年３月都筑区制５周年記念として都筑図書館が
｢シンポジウム｣を開催。参加した区民サポーター有志
で図書館の価値を広める目的で結成しました。

前の図書館のことを覚えていると思います。

･

お申し込みは・・・
参 加 費：600円(２回分)
定 員：50名
申し込み：５月13日(水)～(先着順)
申 込 先：北山田地区センター電話又は窓口で
電 話：045-593-8200

東海道と港を結ぶ横浜道「野毛の切り通し」

｢

｣

■山崎洋子先生の講演
６月１３日(土）13:30～15:30
北山田地区センター小・中会議室
■横浜シティガイド協会による横浜巡り散策
６月２０日(土）10:00～12:30
日本大通り駅改札横広場集合(現地解散)

の辺に、昭和２年に開設されました。

〜つづき図書館ファン倶楽部との協働企画〜

関東大震災で、横浜公園内にあった図書

あなたの知らない『ミ ス テ リ ア ス 横 浜』

館が蔵 書と建物すべてを失った後、先人は

講演と散策の二本立て

由緒あるこの地を選んで図書館を再建し、

平成27年度北⼭⽥地区センター⾃主事業

震災記念館を別館として併設しました。災

あなたは
横浜という
街の歴史を
知っ
ていますか？

山崎洋子

「花園の迷宮」
江戸川乱歩賞
小説 脚本多数

「
橫浜市民だもの、知って
ますよ、それくらい！ペリー
が来て開港したんでしょ？
関東大震災や横浜大空襲
があったんでしょ？」
と、おっ
しゃるかもしれません。
でもじつは、あなたの知ら

ないドラマが、横浜には無数

に隠 されていま す 。「まさ

か！」
「
うそ！」
「
ＷＨＹ？」
と

いうサプライズだらけです。

今年はぜひ、私と一緒に

「
不思議の街・横浜」
へ迷い込

んでみませんか？

号より

43

つ づ き 図 書 館 ファ ン

倶楽部通信

※昨年 月、山崎洋子さん
の講演会 “孤児のアン”から
作家に が都筑区役所で開催
され大きな感動を呼びまし
た。それがご縁でつづき図書
館ファン倶楽部のメンバーに
なり、
「もっと横浜のことを知
って」というご希望が、北山
田地区センター主催で実現の
運びになりました。どうぞ、
この機会にあなたもご一緒に迷
い込んではいかがでしょう。
11

害のことを忘れない、貴重な資料を２度と

電話または直接
tel:０４５-５９４-１７２３

毀 損しまいという気 持ちが感じられます。

都筑⺠家園
受け付け開始
5⽉12⽇(⽕)9:00∼

「野毛の図書館」は昭和２０年５月の横

お申し込みは・・・

①「⻑野ヒデ⼦さんのおはなしと外郎大会」
13：00∼15：00
外郎売の口上研究会(小田原)のみなさん他
参加費：1000円（高校生以上）
300円（５才∼中学生）
※秀方さんの手作りお菓⼦とお茶付き
同時開催
要申し込み：定員70名
お茶室カフェ
②サイン会 15：00∼16:00
5⽇(⾦)∼7⽇(⽇)10:00∼16:00
参加費300円∼
当⽇直接

浜大空襲にも倒れることなく、戦後も親し

7⽇（⽇）
まるごと⻑野ヒデ⼦さんといっしょ！

④⻑野ヒデ⼦さんのサイン会
12:30∼13:00
協力:わらべうたわらしっこの会

まれ続けました。 私たちの世 代にとっては

③⻑野ヒデ⼦さんのトークショー
11:40∼12:10
50名（無料・当⽇先着順）

「床がギシギシなってお化けが出そう」
「歓

協力：都筑図書館､つづき図書館ファン倶楽部、
つづきっこ読書応援団､つどおうJiJi･BaBa隊 、
わらべうたわらしっこの会､ＹＴＭ有志の会、
外郎売の口上研究会､紙芝居文化推進協議会

長野ヒデ子：絵

楽街を抜けた先にあって目のやり場に困る」

②2∼3歳児とわらべうた・えほんで
あそぼう∼！11:10∼11:40
要申し込み:2∼3歳児と保護者:15組

①紙芝居の実演・競演
13:00∼14:00 無料
②⻑野さんのおはなし
「紙芝居はおもしろいよ」
14:15∼15:00
要申し込み：50名
参加費：300円（茶菓付き）
対象：５才以上
③サイン会 15：00∼16:00
協力：神奈川県紙芝居文化推進協議会
つづきっこ読書応援団

などと文 句をつけながらも、 思い出ととも

主 催
都筑⺠家園
⻑野ヒデ⼦さんとあそびタ∼イ

6⽇(土）
⻑野ヒデ⼦さんと紙芝居

に記憶に刻まれた場所でした。

2015年
6／5(⾦)∼7(⽇)

①あかちゃん（0∼1歳）とわらべうた・
えほんであそぼう∼！10:30∼11:00
要申し込み：0∼1歳児と保護者:15組

■ 発行：つづき図書館ファン倶楽部
■住所： 〒 224-0053
横浜市都筑区池辺町7003-2-801若杉隆志気付
tel:080-6739-1139
mailto:wakasugi@c06.itscom.net
■ http://tsuzuki.libraryfun.net/
■年会費:一口1,000円 ■定例会:月一回
■つづき図書館ファン倶楽部 は

