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イベント報告≪暮らしを彩る“花”を愉しむイベントを行いました！≫
特集：夏の夜の楽しみ
連載：今、読みたい！ 今、読んでほしい！ 旬の本【第３回】
７月～９月の行事案内

～イベント報告～

ささぽんツブヤキ
夏の夜を過ごすのにぴったり
な本を片手に、読書を楽しみ
ましょう！

た の

暮らしを彩る“花”を愉しむイベントを行いました！

寺泊地域図書館

「アロマワックスサシェ作り」
寺泊地域図書館で、大人の工作会「アロマワック
スサシェ作り」を行いました。湯せんで溶かしたア
ロマキャンドルに、ドライフラワーを飾り付ける簡
単な工作会です。アロマキャンドルは５種類の香り
の中から好きなものを選んでもらいました。
「子供に戻ったようで楽しかった」
「家に帰って飾
るのが楽しみ」
「また家で作ってみよう」などの感想
がありました。素敵なキャンドルが出来上がり、皆
さんに楽しんでいただくことができました。
（2019 年６月２２日開催）

北地域図書館

「フラワーアレンジメント教室」
北地域図書館多目的ルームで、
「フラワーアレンジ
メント教室」を開催しました。6 月の作品は「ラベン
ダーを入れたハーブのリース」です。
細かい作業も多くありましたが、参加された方はみ
な講師の説明に熱心に耳を傾け、集中してリース作り
に取り組んでいました。
梅雨の時期で当日もくもり
空でしたが、室内には爽やか
なラベンダーの香りが満ちて
いました。
（201９年６月１５日開催）

『夜空と星の物語 日本の伝説編』
森山 晋平／編著 パイインターナショナル

443.8 モ

手元にあかりをひとつ落として、そっと開いてみて下さい。吸い込まれそうな
夜が、写真とは思えないほどの麗しさをたたえて迎えてくれます。遠く北から、
南の果てまで。日本各地の夜空を背にし、綴られるのは星にまつわる二十三の
物語です。
と
戻らぬ愛し君の影を追って星を訪うむすめ、星の示す運命を悟り、静かに
身をゆだねる僧侶。遥か昔から、人は誰しも願いを胸に、天を仰いできました。
今宵あなたも、あの瞬きへ心を重ねてみませんか。

夏
の
夜
の
楽
し
み

『小泉八雲集』
小泉 八雲／著 上田 和夫／訳 新潮社 933.6 ハ

本書はホラーではなく、風情ある日本の怪談ばなしと呼ぶにふさわしいもので
す。怪談では、耳なし芳一・ろくろ首・雪おんななど有名なお話も収録されて
います。他にエッセイや評論があり小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）が愛した日
本人の魂と霊・伝説など古き佳き我が国の不思議を彷彿させる作品です。
真夏の夜中、ひとりでひっそりとお読みいただくことをおすすめします。

『子どもと一生の思い出をつくる
星空キャンプの教科書』
G.B．

786.3 コ

「満点の星空に恵まれるかどうかは運じゃない。」という本書は、満点の
星空に囲まれたキャンプをするために知っておきたいキャンプ日、キャンプ場選び
のポイントやおすすめキャンプ場、星座の見つけ方や星空写真を撮るコツまで
教えてくれます。
天の川が最も明るく見える夏、夢のような景色に会いに行きませんか。

『新訳
シェイクスピア／著 河合 祥一郎／訳

夏の夜の夢』

KADOKAWA

080 シ

シェイクスピアといえば「誰もが名前を知っているけれど、誰もが作品を読んでいる
とは限らない」作家（正確には劇作家ですが）の一人ではないでしょうか。『夏の
夜の夢』は妖精パックが惚れ薬を使い、恋人たちの関係が混乱してしまうという喜
劇です。
『真夏の夜の夢』と訳されることもあるタイトルですが、実は原題の「ミッド
サマー」は夏至のことなのだそう。英語の押韻を全て日本語で表現した新訳で、ド
タバタの恋愛模様を楽しんでみませんか。

『日本の祭り』
小川 秀一 ほか／写真 パイインターナショナル

386.1 ニ

夏と言えば「祭り」
。本書は日本各地で行われている祭りの中から厳選された約 90 の祭りを
紹介した写真集です。5 名のプロの写真家の撮影により、どの写真も臨場感があり、迫力満
点です。なお、ｐ70、ｐ71 には長岡まつり大花火大会の写真も載っており、「慰霊と平和の
祈りを込めた壮大な花火」と紹介されていて、長岡市民としてとても誇らしい気持ちになります。
是非、祭りの気分を存分にご堪能ください。

『水声』
川上 弘美／著 文藝春秋 080 カ

パパとママと姉と弟。仲のよい家族が、小説の構成で過去と現在を行き来するこ
とにより、その関係が明らかになっていきます。冒頭が「夏の夜には鳥が鳴いた」で
始まるように夏の情景が多く描かれています。人が寄り添い生きるという事に一般的
な感性や感情しか持ち合わせていない小さな自分に気付かされる物語です。

今、読みたい！ 今、読んでほしい！

旬の本

第３回

図書館スタッフおすすめの、この時期にピッタリな本をご紹介します。

７月～９月の行事案内
互尊文庫
「読者のつどい」
・７月２６日（金）
『送り火』 高橋 弘希/著
・８月２３日（金）
『おらおらでひとりいぐも』
若竹 千佐子/著
・９月２７日（金）
『親鸞』（上・下） 五木 寛之/著
時間：各回午後７：００～８：００
場所：互尊文庫 １Ｆ児童室
対象：一般（申込み不要）
「長岡空襲 写真・体験画展示」
・７月１日（月）～８月３１日（土）
場所：互尊文庫 １Ｆロビー
内容：長岡戦災資料館所蔵の長岡空
襲の写真（７月展示）と体験画（複
製／８月展示）を展示します。

「信濃川写真展」
・８月２日（金）～８月３１日（土）
場所：西地域図書館 ２Ｆ掲示板
内容：信濃川・大河津分水写真コンテ
ストの入賞作品を展示します。

北地域図書館
「ＹＡ朗読会
～Ｆｒｅｓｈ Ｒｅａｄｉｎｇ～」
・７月１５日（月・祝）
時間：午後２：００～２：３０
場所：北地域図書館 多目的ルーム
内容：中越高等学校放送部の皆さんに
よる「おはなしおばけやしき」と題
する怖いお話の朗読。

西地域図書館

「全国花火大会ポスター展」
・８月２日（金）～８月２８日（水）
場所：北地域図書館
内容：全国から集めた今年開催の花火
大会のポスターを展示します。

「ぽんっ！とむかしばなし」
・７月１４日（日） ・８月１１日（日）
・９月８日（日）
時間：各回午前１１：００～１１：３０
場所：西地域図書館
１Ｆたたみのコーナー
内容：長岡民話の会による昔話の語り。

「みにみに上映会」
・８月１８日（日）
時間：午前１０：００～１０：５５
場所：北地域図書館 多目的ルーム
内容：「昭和２０年８月１日～語り継ぐ長
岡空襲～ＮＳＴ開局４０周年記念
特別番組」

「大人のための工作教室」
・７月２７日（土）
時間：午後１：３０～３：００
場所：大島コミュニティセンター
２Ｆ工作室
対象：中学生以上 定員：先着１０名
内容：夏にぴったりのフォトフレームを作
ります。
申込み：７月１２日（金）午前９：３０～
西地域図書館窓口または
電話。

「フラワーアレンジメント教室」
・８月２４日（土）
時間：午後１：００～２：３０
場所：北地域図書館 多目的ルーム
対象：中学生以上
定員：１６名（抽選） 参加費：３，０００円
持ち物：花用はさみ、カッター、持ち帰り
用の袋
内容：「プリザーブドフラワーアレンジ」
申込み：７月１０日（水）午前９：３０～
２０日（土）まで、北地域図書館
窓口または電話。

長岡市立地域図書館（７館）
★互尊文庫

940-0065 坂之上町 3-1-20 TEL35-7981 FAX35-7982

★西地域図書館

940-2105 緑町 3-55-41 TEL27-4900 FAX27-4901

★南地域図書館

940-1103 曲新町 566-7 TEL30-3501 FAX30-3505

★北地域図書館

940-0876 新保町 1399-3 TEL22-7100 FAX22-7105

☆中之島地域図書館

★１０月開催で申込開始が９月
の行事も含みます。
詳しいことは、各地域図書館
へお問合せ下さい。
・９月１４日（土）
時間：午後１：００～２：３０
場所：北地域図書館 多目的ルーム
対象：中学生以上
定員：１６名（抽選） 参加料：３，０００円
持ち物：花用はさみ、カッター、持ち帰り
用の袋
内容：「プリザーブドフラワーアレンジ」
申込み：８月１０日（土）午前９：３０～
２０日（火）まで、北地域図書館
窓口または電話。
・１０月１９日（土）
時間：午後１：００～２：３０
場所：北地域図書館 多目的ルーム
対象：中学生以上
定員：１６名（抽選） 参加料：２，５００円
持ち物：花用はさみ、カッター、持ち帰り
用の袋
内容：「ハロウィンアレンジ」
申込み：９月１０日（火）午前９：３０～
２０日（金）まで、北地域図書館
窓口または電話。

栃尾地域図書館
「紙すき体験 紙すき工房へＧＯ」
・９月８日（日）
時間：午後１：００～４：００
場所：紙漉 サトウ工房
対象：高校生以上
定員：先着８名 参加料：５００円
持ち物：エプロン、手拭用タオル
内容：栃尾・軽井沢にある紙すき工房を
訪ね、紙すきを体験します。
申込み：８月２５日（日）午前９：３０～
栃尾地域図書館窓口または
電話。
※集合・解散場所は栃尾地域図書館
です。工房までジャンボタクシーにて
送迎します。汚れてもよい服装でお越
しください。和紙は後日お渡しします。

開館時間
★印/午前 9：30～午後 8：00 （互尊文庫学習室は午後 7：00 まで）
休館日…毎週木曜（祝日と重なるときはその翌日)
毎月末(土・日曜日と重なるときは開館)
※8 月 2 日(金)、3 日（土）は午後 7：00 閉館
☆印/午前 9：30～午後 7：00
休館日…毎週月曜（祝日と重なるときはその翌日）・毎月末
図書館 HP
https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp

954-0124 中之島 3807-3 中之島文化センター内 TEL61-2165 FAX66-1003

☆寺泊地域図書館

940-2502 寺泊磯町 7411-14 寺泊文化センター内 TEL75-5159 FAX75-3109

☆栃尾地域図書館

940-0222 中央公園 1-36 栃尾文化センター内 TEL53-3005 FAX86-5868

