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イベント報告≪“はじめて”のイベントを行いました！≫
特集：スタート！
連載：今、読みたい！ 今、読んでほしい！ 旬の本【第５回】
１月～３月の行事案内

ささぽんツブヤキ
新しい年がはじまりました！
今年は何をはじめようかな？

～イベント報告～
マッサージ、手芸など…

“はじめて”のイベントを行いました！
互尊文庫

「はじめての足もみ講座」
寒い季節を元気に過ごしてもらおうと「はじめての足
もみ講座」を行いました。前半は講師の先生から足の大
切さについてお話を聞き、実際に足を触りながら自分で
簡単にできる足もみの方法を教わりました。
後半は先生から個別に足をもんでもらい、
「痛い！気持
ちいい！」
「体が温かくなった」などの声があがっていま
した。順番待ちの間には健康に関するおしゃべりをする
など、参加者同士の親睦も深まる楽しいイベントになり
ました。
（2019 年 10 月 28 日開催）

北地域図書館

「はじめての針しごと
～ティッシュケースを作りましょう～」
折りたたんで簡単に縫うだけのティッシュケース
を作る「はじめての針しごと～ティッシュケースを
作りましょう～」を開催しました。
大人だけでなく、小学生のお子さんの参加もあり、
保護者の方と一緒に楽しそうに作る様子がみられま
した。
「ポケットティッシュケースの作り方を知るこ
とができてよかった」など、嬉しい感想をたくさん
いただき、とても好評でした。
（201９年 11 月 16 日開催）

スタート！
2020 年のスタートです。何かはじめてみませんか？
『拓本入門』

『オリンピックへ行こう！』

薮田 夏秋／著 淡交社 728.0 ヤ
皆さんは拓本と魚拓の違いをご存じですか？
拓本では魚拓のように「直接墨を塗って紙を押し当て
るのはもってのほか」なのだそうです。ではどのようにして

真保 裕一／著 講談社 913.6 シ
今年は東京２０２０オリンピックの年です。
本書は、卓球・競歩などのオリンピック競技種目
に関わる大学生と実業団に所属する選手たちの心
理や競技についての巧みな描写が特徴です。読み

採拓するのでしょうか。
本書では拓本初心者向けに、正しい採拓の手順や
準備、拓本を保管するための裏打ちの技法などが詳し

手に伝わるであろう臨場感をぜひ味わってください。
現実に今回のオリンピックに内定した選手たちは、
すでにスタートラインに立っています。

く解説されています。
拓本は二千年前に生まれたという奥の深い技術で
すが、まずは身近なものからはじめてみませんか。

『星空がもっと好きになる』
駒井 仁南子／著 誠文堂新光社 442 コ
「星空散歩」って聞いたことがありますか？星を見なが

『源氏物語の女君たち』
瀬戸内 寂聴／著 文藝春秋

ら夜空を好きなように巡る空想上の散歩です。
080 セ

本書には、綺麗な星空の写真とともに四季折々の星

今年の読書のスタートは源氏物語でいか

空の楽しみ方が載っています。プラネタリウムにキャンプ、

がでしょう。この本は紫式部の長編『源氏物

星空撮影についてなど、＋αのおすすめが紹介されてい

語』の入門書です。ストーリーを追い相関図

るので、楽しみ方のバリエーションが豊富。新しい趣味を

を見ながら、登場する女君たちがどんなタイ

はじめたい方にお勧めの、手に取りやすい入門書です。

プの女性なのかを解説します。また、紫式部
自身のこと、時代背景や習慣など簡潔にわ
かりやすく書かれているので、読んでいない
方はもちろん、すでに読破した方も途中でや
めってしまった方も何かひとつ面白さが見出
せる１冊です。

『風が強く吹いている』
三浦 しをん／著 新潮社

913.6 ミ

お正月に箱根駅伝を見ている人も多いのではないでしょうか。
本書は箱根を目指した学生達の軌跡。清瀬灰二は怪我をきっ
かけにずっと続けてきた陸上競技から離れます。その後、学生
向けの古アパートで暮らしはじめ、箱根を目指して再び走りはじめ
ます。それぞれに事情を抱え、時にはぶつかり合いながら成長し
ていくメンバーたち。駅伝を通じてそれぞれが自分の道を歩んで
いく姿に感動を覚えます。

今、読みたい！ 今、読んでほしい！

旬の 本

第５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。

１月～３月の行事案内
北地域図書館

互尊文庫
「読者のつどい」
・１月２４日（金）
『昨夜のカレー、明日のパン』
木皿 泉/著
・２月２８日（金）
『人間失格』 太宰 治/著
・３月２７日（金）
『宝島』
真藤 順丈/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）
「折り紙でおひなさまを作りましょう」
・２月１５日（土）
時間：午後２：００～３：００
場所：互尊文庫 １Ｆ児童室
対象：小学生以上
定員：先着１０名
内容：折り紙でおひなさまのオーナメント
を作ります。
申込み：２月１日（土）午前９：３０～
互尊文庫窓口または電話

西地域図書館
「ぽんっ！とむかしばなし」
・１月１２日（日） ・２月９日（日）
・３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

「さっちゃんおばさんの紙芝居
スペシャル」
・１月１８日（土）
時間：午後３：００～３：３０
場所：北地域図書館 多目的ルーム
内容：楽しい紙芝居のおはなし会
「フラワーアレンジメント教室」
・２月８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：２,５００円
持ち物：花用はさみ、カッター、袋
内容：「バレンタインアレンジ」
申込み：１月１０日（金）午前９：３０～
２０日（月）まで、北地域図書館
窓口または電話
・３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）
参加費：２,５００円
持ち物：花用はさみ、カッター、袋
内容：「ミモザリーストピアリー」
申込み：２月１０日（月）午前９：３０～
２１日（金）まで、北地域図書館
窓口または電話
「花いっぱいコンクール作品展示会
ｉｎ 北地域図書館」
・２月２８日（金）～３月１８日（水）
場所：北地域図書館
内容：長岡市緑化センター主催の「花
いっぱいコンクール」に参加した各
団体の中から、北地域図書館近
隣の保育園や学校などの作品を
中心に展示します。

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

★西地域図書館

940-2105 緑町 3-55-41 TEL27-4900

★南地域図書館

940-1103 曲新町 566-7 TEL30-3501

★北地域図書館

940-0876 新保町 1399-3 TEL22-7100

☆中之島地域図書館

★詳細は、各地域図書館へ
お問合せ下さい。

中之島地域図書館
「うちのこ ねこのこ写真展」
募集期間：１月１１日（土）～
２月１１日（火・祝）
対象：どなたでも
※写真（大きさはＡ４サイズ以下、出品
者１名につき５枚まで）とコメントを中
之島地域図書館窓口にご持参、もし
くはＥメールにてご応募ください。写真
は写真展終了後にお返しします。
メールアドレス：
lib.nakanosima@nscs-net.ne.jp
展示期間：２月１５日（土）～３月１５日
（日）＊特別図書整理期間を除く
場所：中之島地域図書館
内容：皆さんからご応募いただいた猫の
写真を館内に展示します。

栃尾地域図書館
「大人のおひな様作り」
・２月１５日（土）
時間：午後１：３０～３：３０
場所：栃尾文化センター ２Ｆ和室
対象：高校生以上
定員：先着１０名 参加費：５００円
内容：栃尾の布や着物のはぎれなどを
使い、誰でも簡単にできるおひな
さまを作ります。
申込み：２月１日（土）午前９：３０～
栃尾地域図書館窓口または
電話
「組子細工で花台を作ろう！」
・３月２２日（日）
時間：午後２：００～３：３０
場所：栃尾文化センター ２Ｆ学習室
対象：高校生以上
定員：先着１５名 参加費：５００円
内容：切れ込みやホゾが入った木の
パーツを用い、花台を作ります。
申込み：３月８日（日）午前９：３０～
栃尾地域図書館窓口または
電話

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)
※2 月 22 日（土）～27 日(木)は特別図書整理期間のため休館
（22 日（土）～25 日（火）は互尊文庫学習室のみ、
午前 9：30～午後 5：00 まで開館）
☆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
※2 月 22 日（土）～27 日(木)は特別図書整理期間のため休館
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

☆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

☆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

