金澤 翔子／書

【特集記事】
◆私の一冊 ＮＰＯ法人復興支援ネットワーク・フェニックス
代表理事 樋口 勝博 さん ……３ｐ

◆知って納得！図書館活用術１ Pick Up ！
図書館オススメの活用術を紹介 ………………………… ４～５ｐ

DATE

２４・７・１

～ 着任のごあいさつ ～
した。新しく建設される図書館に

登場するネット社会の中で、昨年

どのような機能を持たせ、どのよ

度、図書館を利用いただいた市民

学校町にある中央図書館は昭

うな利用者サービスを展開するの

は14.4％に留まっています。つねに

和62年３月の開館ですから、もう

か。当時の互尊文庫館長や図書

変化する社会情勢のなかで、変わ

四半世紀が経過したことになりま

館スタッフらとともに議論を重ね

らない図書館サービスとは何か、

す。この中央図書館の建設に先

た日々は、懐かしい思い出です。

変革すべき図書館サービスとは

４月１日、中央図書館長に着任
しました、品田満と申します。

立ち、長岡市の図書館サービスの

それから25年あまり、社会や経

何か。これらを検討し、新たなビ

将来ビジョンを含む「長岡市立中

済の状況は大きく様変わりしまし

ジョンのもとでより魅力的な図書

央図書館基本計画」が策定され

た。躯体は頑丈にみえる中央図

館を目指していくことが館長の任

ました。当時、市長部局の文化行

書館の建物も、内部設備は老朽

務だと考えています。

政室に籍を置いていた私は、この

化し今後改修が必要です。電子

計画づくりに少し関わっておりま

書籍をはじめ多様なメディアが

（品田

満）

長岡市史双書№51を刊行

～安禅寺文書にみる江戸と徳川将軍家の一場面～

領付近では川漁が禁じられた区

年９月８日、第10代将軍・徳川 家

とがあるでしょうか。西蔵王３丁

域がありました。この時、蔵王役

治の命日に、第11代将軍・徳川 家

目にある安禅寺は、江戸時代、寛

所が許可したかは不明ですが、

永寺の末寺でした。開基は和銅元

将軍が信濃川でとれた鮭を口に

とを門田は日記に認めています。

年（708）と伝えられています。

していたのかと思うと親近感をお

長岡のことはもちろん、江戸や

安禅寺に残された資料群は安

ぼえます。
また、同じ年、蔵王役所の代官

開しており、これまで４冊の長岡

である門田伊豫という人は、本寺

市史双書に収録してきました。そ

の寛永寺へ出仕するため江戸へ

して、第５弾として、長岡市史双書

行きました。出仕の合間をぬって

№51『蔵王 権 現 領 安 禅寺 御 用

は江戸見物にいそしむ門田。神

記（５）御用記
（寛政４年）
・日並記

田・根津の祭とともに江戸三大祭

（文化７・８年）』を刊行しました。

のひとつ、
山王権現
（日枝神社）の

本書の内容を少しご紹介しま

山王祭を文化７年７月22日に見物

き

しょう。
長岡藩主牧野家から徳川将軍
家へ捧げられた献上品のひとつ、

さんのう

はる

いえ

なり

斉 が寛永寺にお参りに訪れたこ

徳川将軍家のことまで、江戸時代

禅寺文書として文書資料室で公

ざおう ごんげんりょう あんぜん じ ご よう
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いえ

東京・上野の寛永寺を訪れたこ

の一場面を垣間見ることができる
一冊です。

（小林 良子）

ひ え

しています。６月15日が本祭の山
王祭は、この年、第９代将軍・徳川

いえ しげ

家 重の50回忌に当るため、７月に

鮭についてのこと。ちかごろ鮭の

延期されていたのです。門田は浅

漁獲が少なくなっているので蔵王

草から隅田川の船遊びにも出か

門前の川で鮭をとらせてほしい。

けています。

長岡藩は、文化７年（1810）２月10

寛永寺は芝にある増上寺とと

日、蔵王役所へお願いをしていま

もに徳川将軍家の菩提寺で、将軍

す。信仰の理由で、信濃川の蔵王

みずからも参詣しました。文化７

▲長岡市史双書№51
頒布価格1,500円
文書資料室、市内の書店で頒布中

ＮＰＯ法人 復興支援ネットワーク・フェニックス

代表理事

樋口 勝博 さん

“震災復興祈願花火フェニックスにかける想い”
絵本 「みんなで上げよう フェニックス」
小方 恵子／文

訪れる人にとって魅力的な街であること

大塚

朗／絵

ＮＰＯ法人復興支援ネットワーク

それは、子どもたちが誇りをもって暮せる街
そして、創り出せるのは唯一我々大人たちの想いから…
平成17年８月２日21時20分、被災地の真夏の夜
空に不死鳥が舞い上がりました。それは、全国の
方々からの温かいご支援の気持ちと、そのご支援
への感謝の気持ちがひとつになった瞬間でした。

るため、小学生、中学生の作文をもとにこの絵本
は作られました。
作文の応募総数 小学校145作品、中学校703作
品、合計848作品。

「震災復興祈願フェニックス」のすばらしさは、

その中から優秀作品（小学校１作品、中学校

花火の壮大さや煌 びやかさではなくて、そこに

１作品）を選考し絵本の原作とさせていただき、

集った人々の想いと願いが重なって、花火の星の

「震災復興祈願フェニックス」の打ち上げに関

輝きよりもっと華やかな輝きを放っていたことだ

わった大人たちのエピソードや思いも盛り込まれ

と思っています。震災で傷ついた人々と、それを

ています。

きら

励まし応援してくれた人々の想いがひとつになっ

この絵本には子供たちが大震災から感じた人の

て夜空に輝いた花火、これこそが「震災復興祈願

ぬくもり、家族の大切さ、支えあう人と人との

フェニックス」なのです。

絆、命の大切さが子供たちの目線から描かれてい

中越大震災から６年目。「震災復興祈願フェ

ます。この絵本を読むことにより、今後いつの時代

ニックス」の打ち上げ６回目となるこの年に、中

においても子供たちの心に問いかけ、伝え、引き

越大震災を経験した我々が決して忘れてはいけな

継がれていく一冊になってくれることを祈ります。

い出来事、思い、教訓を未来ある子供たちに伝え

ＮＰＯ法人 復興支援ネットワーク・フェニックスとは…
2005年８月、「震災復興祈願フェニックス」を打ち上げるべ
く創設された震災復興祈願フェニックス打上実行委員会が前身と
なり、長岡をはじめとした新潟県の復興と地域活性化を目的とし
て地域の青年有志が今を生きる大人の責任として未来ある子供た
ちの将来のため活動を行っています。現在の活動や事業は「震災
復興祈願フェニックス」の打ち上げや震災復興事業にとどまら
ず、子供たちや若者たちの人材育成事業や食による地域の活性化
ひぐち・かつひろ
1965年 長岡市生まれ

事業、中心市街地の活性化事業など、その活動範囲、活動内容は
多岐にわたり行っています。
NPO法人 復興支援ネットワーク・フェニックス HP http://npo-phoenix.jp/
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！図書館活用術
得
納
て
っ
１☆
知
☆
ＰＩＣＫ ＵＰ！

ネットで便利に図書館ライフ！！
インターネットできること

ラクラク！どこでもカエ（せ）ル♪

これまで発行した「知って納得！図書館活
用術」よりオススメの活用術を紹介します。

長岡市立図書館の資料は、下記の場所であればどこへでも
返却できます。

①借りたい資料の予約ができます（最大15件）。
②予約した資料や、借りている資料の確認ができます。
③メールアドレスを登録すると予約関連の連絡がメールで届きます。

図書館内にある

④利用している資料の貸出延長ができます。

市民センター

本の検索機（ＯＰＡＣ）

※上記を利用する際には「パスワード」が必要です。

（１Ｆ受付コーナー）

でもできます。

パスワード登録に必要なもの

市内の市立図書館
閉館時は玄関脇の
返却ポスト※へ！
※CD・DVD及びCD-ROM付図書は
開館時間中に直接カウンターへ。

☆貸出カードとご本人であることが確認できるもの（免許証・保険証・学生証など）をお持ちになり、

米百俵号

窓口へお越しください。

本の取次所

☆新規貸出カードの申請・更新等手続きのときは、「パスワード登録」と一言、お申出ください。
☆図書館ホームページ

ＱＲコード→

http://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp

☆携帯電話用図書館ホームページ

調べものに役立つ！！外部データベースが利用できます。

http://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/m/

中央図書館では、調査・研究に役立つ外部データベースを無料で利用することができます。

貸出期間の延長
・専用電話（０２５８－３２－４９４６）中央図書館開館日の９：30～17：30

新聞記事や官報情報などを、インターネットで検索できるサービスです。

・図書館ホームページ

☆官報情報検索サービス

よ く よ む

☆延長受付時間

9：30～22：00

昭和22年5月3日から当日までの官報を、日付やキーワードで検索する事ができます。
☆日経テレコン２１

本の取次所もご利用ください。
～こんなサービスがあります～
☆予約資料の受取
以下の方法で予約した資料を受け取ることができます。
・図書館窓口

・取次所予約カード

・図書館内にある「本の検索機（ＯＰＡＣ）」
・自動車文庫（米百俵号）
・インターネット（図書館ＨＰ・携帯サイト）
☆資料の返却
・長岡市立図書館の資料はどこで借りた資料でもお返し
いただけます。
☆資料の予約
・各取次所にある「予約カード」にご記入ください。
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1975年以降の日経各紙（日本経済新聞、日経産業新聞、日経流通新聞、日経金融新聞）の記事検索、
企業・人事検索ができます。

取次所の場所
地

域

越

路

三

島

山古志

場

所

営業時間

越路保健センター
みしまコミュニティセンター
8：30～17：15
（三島支所内）
※各取次所の都合
で営業時間が変
山古志公民館図書室
わる場合があり
（山古志体育館内）
ます。
小国地域総合センター
※休業日について
は各施設によっ
和島支所地域振興課
て異なります。

小

国

和

島

与

板

与板支所地域振興課
（市民生活課）

川

口

川口公民館

8：30～21：00

☆Ｄ－１Ｌａｗ．Ｃｏｍ第一法規法情報総合データベース
憲法から告示まで２万６千件余の法令、約18万件の判例と、判例に関する資料調査が可能な法情報の
データベースです。
☆聞蔵Ⅱビジュアル
戦後（1945年）からの朝日新聞縮刷版640冊分700万件以上の記事を収録しています。「知恵蔵」
「Ａ
ＥＲＡ」などの記事検索もできます。
☆新潟日報記事データベース

New ６月１日から新たに加わりました！

平成16年（2004）４月から現在までに新潟日報に掲載された記事（一部除く）を検索することがで
きます。
※

参考コーナーに２台のパソコンがあります。ご利用の際は窓口にお申出ください。

詳しい利用方法は、館内のチラシまたは職員にお尋ねください。
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所蔵資料紹介

№133

井上

井月

書

せいげつ

井上井月（1822～1887）は、今から190年前、長岡に生まれたとされる漂泊の俳人
です。しかし彼の出自や生い立ち等、いまだ謎に包まれています。その高い教養か
ら長岡藩士の出身ではないかと言われますが、確証はありません。
昨年出版された中井三好氏の力作『井上井月研究』（彩流社）では、井月は崇徳館
で漢学を学び､ 佐藤一斎に朱子学の講義を受け、さらに京都の貞門俳諧に入門し和
歌を修めます。その後妻が早世したことで世をはかなみ、全国行脚の旅に出て松尾
芭蕉の精神を求めたのではないか、としています。
「漂泊」といえば格好よい言葉ですが、実際はあてどないその日暮らしで、今晩食
べるものにも事欠く不安で孤独な旅でもあったことでしょう。その一方で、旅先で
俳句をとおして出会う人々との交流は、何ものにも代えがたい感動を与えてくれた
のではないでしょうか。諸国をさすらいながらも、30代で信濃に引き寄せられ、終
生伊那の地を愛し、好きなお酒を飲み続けました。
ここに紹介する句は、鎌倉時代の初めに曽我兄弟が、富士山裾野で念願かない父

からかホトトギスのきりりとした鳴き声がひびき渡る…広い風景のなかに一人ぽつ
りと立ち、句を詠む井月。想像してみませんか。
さて、この魅力的な井月を現代によみがえらせたのは、彼を主人公にした映画「ほ
かいびと」
（監督：北村皆雄、主演：田中泯、製作：一般社団法人 井上井月顕彰会＋
ヴィジュアルフォークロア）です。昨秋の伊那を皮切りに全国のホール等で逐次上
映していくということです。

（小熊よしみ）

越後文学さんぽ
坂口 安吾

曽我兄弟

ように晴れ渡り、清々しい初夏の朝。井月が富士山の雄姿にみとれていると、どこ

ほととぎす十番切の
夜明かな
井月

の仇討を果たした、という故事を思い浮かべ詠んだものです。前日の雷雨がうその

～新潟出身の作家をクローズアップ～

（さかぐち あんご）

1906（明治39）年、新潟市生まれ。本名・炳五。19年、県立新潟中学校入学。３学年の時、東京の私立豊山中学
校に編入学。26年、東洋大学文学部印度哲学倫理学科に入学。30年、同校卒業。同人雑誌『言葉』創刊。31年6月
発表の「風博士」が牧野信一に激賞される。戦後、「堕落論」「白痴」などで、新文学の旗手として脚光を浴びる。
55年2月17日、脳出血で死去。

作家紹介：『安吾

戦国痛快短編集』ＰＨＰ研究所より

この作品は、私が時代小説に抱いていた概念をすっかり変えてくれました。と
にかく面白いのです。斎藤道三、上杉謙信、豊臣秀吉といった戦国時代を代表
する人物の生涯が収録されていますが、彼らも権力者といえど人間、そこには
嫉妬や後悔、苦悩そして裏切りという、人間が本来持っている感情世界が渦巻
いており、その人間くささが新鮮に感じられます。圧巻なのは「イノチガケ」
という短編です。タイトルどおり、命をかけて信仰に身を投じたキリスト教の
伝道師と信者たちの歴史が描かれています。そのあまりにも壮絶な生き方に胸
が詰まるとともに、これだけの史実を作品にまとめあげた作者の力量にただ驚
『安吾 戦国痛快 短編集』
坂口 安吾／著 ＰＨＰ研究所
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くばかりです。（徳永

馨）

運

動

体を動かすことによって健康な体が作られること
はもちろん、運動後の爽快感、達成感はストレス解
消など心の健康にもつながります。

【うんどう】
sports

今年の夏は、いよいよロンドンオリンピックが開催

からだを鍛え、健康を保つために身体を動か

されます。スポーツを見る楽しみも、より一層増すこ

すこと。スポーツ。

とでしょう。

『バケる人に育てる』
平井 伯昌／著

『ランナー』

朝日新聞出版

あさのあつこ／著

あおい

幻冬舎

北島康介、中村礼子ら多くの

高校生ランナーの碧李。将来

メダリストを育てた平井伯昌氏

を嘱望されていた彼が突然走る

による著書。平井流コーチング

ことをやめてしまった･･･。彼

の50のポイントが示されていま

を取り巻く複雑な家庭環境の描

す。

写が作品全体に緊迫感を与えま
す。
『なでしこジャパンは

『不屈者』
後藤 正治／著

新潮社

なぜ世界一になれたのか？』
平田 竹男／著

元プロ野球選手、ラガーマン

ポプラ社

などそれぞれの分野の達人が絶

2011年ワールドカップで世界

望から復活する様を描いていま

一となった日本女子サッカー。

す。著者曰く「本書の主題は〈情

その強さの秘訣がこれまでの歩

熱〉」。ノンフィクションの面白

みとともに明かされます。

さを味わえます。
『海を渡った柔術と柔道』

『行くぞ！山歩き』
平野恵理子／著

坂上 康博／編著

筑摩書房

青弓社

山歩きに必要な道具から美味

日本生まれの柔道は現在、世

しい食事、山でのマナーなど初

界190カ国以上で行われていま

心者向けに書かれた山歩きガイ

す。いつ頃から、どのようにし

ドブックです。山へ行く前に読

て海外へ普及したのか。その国

みたい一冊。

際化の道のりをたどります。

ロンドンオリンピックをより楽しむ
●オリンピックのあれこれ
●ロンドンを知る

『オリンピック全大会』武田

『偉人たちのロンドン図鑑』大塚 勝弘／著 新人物往来社

『オリンピックのルーツを訪ねて』

『ロンドンはやめられない』高月 園子／著
『イギリス式シンプルライフ』井形 慶子／著

新潮社
宝島社

西川

薫／著

亮／著 後藤

朝日新聞社
淳／著

『ＴＯＫＹＯオリンピック物語』野地 秩嘉／著

協同出版
小学館

7

イベントガイド（７月～９月）

全て参加無料

【読者のつどい】 互尊文庫１階 児童室 19：00〜20：30
テーマの本の感想を話し合い、人生観や文学論などを自由に語り合う会です。
7/27（金）
『人生の目的』 五木 寛之／著
8/24（金）
『月と６ペンス』 サマセット・モーム／著
9/28（金）
『余寒の雪』 宇江佐真理／著 （予定）

◆「図書館の窓から」表紙
は金澤翔子さんに！
今号から１年間「図書館
の窓から」の表紙を、ダウ

【子どもの本を読む会】 中央図書館２階 講座室２ 10：00〜11：30
子どもの本を好きな方が集って本の感想等を語り合う会です。今回は熊田千佳慕の展
覧会を開催する栃尾美術館館長のお話もあります。
7/11（水）熊田千佳慕の絵本
【映画会】 中央図書館２階 講堂 14：00〜
7/8 （日）
「劇団四季 ミュージカル ヴェニスの商人」
（2004年日本）125分
7/24（火）
「キタキツネ物語」
（1976年日本）117分
8/7 （火）
「太陽の子」
（1980年日本）140分
8/21（火）
「恐怖の報酬」
（1953年フランス/イタリア）148分
9/2 （日）
「小さな村の小さなダンサー」
（2009年オーストラリア）117分
9/17（月・祝）
「ぼくのおばあちゃん」
（2008年日本）123分

プチファーブル 熊田千佳慕の世界展
7/20（金）～ 9/6（木）
9：00～17：00（発券は16：30まで）
『ファーブル昆虫記の虫たち』の絵本原画を中
心に虫や花を描いた約140点を紹介します。会期
中には虫博士によるギャラリートークも開催予
〔一般500円・大高生250円・中学生以下無料〕
定です。

中

の自主企画展として翔子さ
んの展覧会を開催します。

に会します。新潟県内では
初の展覧会となりますので
ぜひご来館下さい。
また、関連イベントとし

館

の講演会を行います。母子
二人三脚で歩んできた書の

詳細は、市政だより等でお
知らせします。今年の秋も
「糞玉泥棒との争い」ⓒKUMADA CHIKABO
日

毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
毎月の末日 特別図書整理期間

35︲7981

西 地 域 図 書 館

27︲4900

南 地 域 図 書 館

30︲3501

北 地 域 図 書 館

22︲7100

中之島地域図書館

61︲2165

寺泊地域図書館

75︲5159

寺泊地域図書館
大河津地区図書室

0256︲
97︲2497

栃尾地域図書館

53︲3005

文

書

資

料

室

36︲7832

互尊文庫と同じ

栃

尾

美

術

館

53︲6300

毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
※展示替等による臨時休館あり

文

えている書作の数々が一堂

展覧会・講演会に関する

庫

尊

書

全国各地で勇気と感動を与

だく予定です。

32︲0658
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図

清盛」の題字を手掛けられ

道などについてお話をいた

館

互

央

休

は、ＮＨＫ大河ドラマ「平

今秋、当館美術センター

※有料

話

とになりました。翔子さん

て翔子さんの母 泰子さん

栃尾美術館展覧会案内

電

から担当していただけるこ

集める書家の一人です。

※全てのイベント詳細は市政だよりをご覧下さい。

称

ン症の書家 金澤翔子さん

るなど、今もっとも注目を

【長岡まつり企画】アオーレ長岡１階アリーナ 15：00〜15:30頃
8/2 （木）
「ダウン症の書家 金澤翔子 折りの揮毫」
【美術センター自主企画展】中央図書館２階 10：00〜18:00
9/22（土）～10/14（日）
「ダウン症の書家 金澤翔子書作展」
【講演会】要申込
9/30（日）14：00～15：30（仮称）
「金澤泰子講演会～ダウン症の娘とともに生きて～」

名

図書館ニュース

毎週木曜日（祝日の場合は翌日）
毎月の末日 特別図書整理期間

図書館にご注目ください！

～～～～ あとがき ～～～～
いよいよ夏本番！今年も節電が叫ばれていま
す。暑い夏こそ、ぜひご家族で図書館をご利用
下さい。涼しい環境で、好きな本をお選びいた
だき、ゆっくりと読書はいかがでしょうか。
（諏佐 志保）
平成24年７月１日発行

毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
毎月の末日 特別図書整理期間

編集・発行

長岡市立中央図書館

住

所

新潟県長岡市学校町1︲2︲2

員

長瀬 貴子
細山 慶子

編

集

諏佐 志保
岩本 純子

山本 祐子
横山知加子

メールアドレス

lib@city.nagaoka.niigata.jp

HPアドレス

http：//www.lib.city.nagaoka.niigata.jp
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