
 

『 本 と 私 』 

 卒業・就職・転勤・人事異動、人のことなのに

落ち着かない３月。更に今年は選挙の年、自分が

立候補するわけでもないのに不安がやってきま

す。そんな時、素敵な人と話をしたい、いい音楽

を聴きたい、感動や励ましをくれる本に出会いた

いと思ったりします。 

 今金町には、町民センターの一角に図書室があ

り、狭いけれどいつも数人が本を探しています。

返却する人、借りる人、入れ替わり活気があって

大人も子どもも生き生きし表情がいいのです。 

 時間帯によりますが、誰もいない時には図書司

書から新刊や私に合った本を紹介してもらえる

のが嬉しい。欲を言えばそこで本を読めるスペー

スがほしいと思いますが、今の時代にこれ以上の

事を町に望めない…でも幸せな事に道立図書館

より今金町へ立派な図書館バスをいただきまし

た。車内は広く３千冊もの本が積まれていて、町

民も私も珍しさと楽しさをごっちゃにして活用

しています。 

 今金町は本を囲みいろいろなサークルが活動

している幸せな町で、私も恩恵を受け元気になれ

る町です。 

平成１８年度の仕事がひと区切りつき、気分転 

 

換を求め札幌に向かいました。 

我が家の１４階のスカイラウンジには本が読

めるスペースがあり、私の居場所があります。居

住者が不要になった本を勝手に納めていくので

自由に読む事ができ、更には部屋に持ち帰ること

もできます。読み終えたら本の場所に戻しておく

という気軽なシステムとなっているのです。冊数

も多く、この度は五木寛之の「不安の力」を見つ

け、読み終える頃には窓の外は夕闇せまり、眼下

には札幌タウンの美しい光が広がっていました。 

本には‘今は不安な時代で不安を持つことが正

常である。不安は何かを運んでくる大事なメッセ

ージと捕えて、不安を希望にどう変えるか、考え

行動せよ’と書かれていました。 

最近、私はよく忘れ物をし、周りの人の仕事を

増やしています。忙しい時、集中力をなくし足元

を忘れているのです。老化の不安を持っていまし

たが、頭の中に新しい情報が次々入ってきている

証拠と考えようと思いプラス思考になりました。 

これからは、新しい不安は、それをばねに自分

の信じた道を行こうと勇気をもらいました。 

 

柴 谷 澄 子 

～本の紹介～ 

     春にまつわる本を紹介します。 
  
★北海道花本 Ｍｙ ＬＩＦＥ・・・２ヶ月に１回発行されている本です 

★実例 すてきなガーデニング・・・家の回りや庭を美しく… 
★フラワーガーデニング わたし流・・・家事のあいまのすてきなひととき 

★一年中咲かせるひと坪からの小さな庭・・・限られたスペースをすてきに彩る演出が満載 

★花いっぱいの庭つくり・・・花の名前がわかる、庭がなくても楽しめるコンテナガーデニング 

★カントリーガーデン入門・・・庭と地域に自然を呼ぶ・丈夫で美しいおすすめ植物約２００種類 

★そだててあそぼう バラの絵本・ひまわりの絵本 

         ・・・つくって・たべて・しらべよう 自然や文化の総合学習 

 

ガーデニングの他にも春に関する本がたくさんあります。ご利用ください。 

Imakane 
 

２００７年 春号（№１） 

TEL＆FAX：0137-82-2822 

今金町民センター図書室 

  ガーデニング特集  
図書室にあるガーデニング関連の本です! 

今年度から図書だよりを一新し、３ヶ月に一度たくさんの情報を盛り込み、みなさんにお届けし

ようと思っております。本とのふれあいのきっかけ作りのお手伝いになればと願っております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～絵本スタンプ・カード～ 
子どもたちが楽しみながら日常的に本と親しんでもらえたらと、今金町図書室と今金町子育て支

援センターが作成しました。対象者は就学前のお子さんで、図書室・支援センターどちらの絵本を

借りてもスタンプがもらえ、１０冊ごとに可愛いバッチがもらえます！ 

また、乳幼児向けの絵本も用意していますので気軽に借りに来てください。 

絵本を一緒に開く楽しい体験とゆったりとした時間は、お子さんとお父さんやお母さんとの心の

触れ合うきっかけとなります。大好きな人たちにたくさん話しかけてもらえれば子どもたちの笑顔

もいっぱいになりますよ！ 

支援センターにもぜひ遊びに来てくださいね♪ 

            問合せ：子育て支援センター（今金保育所内） 

℡８２－０９０６ 

やったね！ 「今金物語」奨励賞受賞 

～ふるさとへの想いをデジタル絵本に～ 
  
『郷土の歴史・生活・自然・産業などを題材にし

てデジタル絵本で伝えよう』。そんな目的でこの度、

北海道では「伝えたい北海道の物語」として作品を

募集、６５作品の応募があり、旧八束小学校の児童

と田口慎一さんが作成した「今金物語」が奨励賞を

受賞しました。 

      藤 沢 修 平 

      「蝉しぐれ」 

詩情豊かな自然や風景描写の 

中、主人公を中心に３人の若者 

が織りなす友情や淡い恋、そし 

て悲運と忍苦、少年藩士が成長 

していく姿が青春という光景を 

通して描かれている時代小説。舞台はなじみ深 

い海坂（うなさか）藩。しっとりと肌に触れる 

藤沢作品をお楽しみください。 

 「今金物語」は今金町が海の底にあった時代から、旧石器

時代を経て、開拓の苦労や交通の移り変わりと町の発展、そ

してわが町のお米や男爵いものことなど、こども達の絵とと

もにわかりやすく、しっかりと表現されています。 

 ただ今、ホームページ「デジタル絵本館」が公開されてい

ます。ぜひご覧ください。 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sk/ckk/chicho/imakane00.htm 

絵本の一部です。 

           アーノルド･ローベル 

        「ふたりはきょうも」 

がまくんとかえるくんの単 

調だけれど愉快な生活と、誰か 

を思うことの温かさが上等な 

おはなしとなって繰り広げら 

れます。彼らは何度も相手を発

見し、そのたびに幸福を深くしていくのです。 

 詩的でさりげなく、ユーモラスで心地いいロー

ベルのお話と出会ってみてください。 

言葉や文章には不思議な力が宿っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～赤ちゃんと過ごす優しく大切なひとときを～ 

 

 

 

 

「いないいないばあ」 松谷みよ子 作･絵 

           童心社 １９６７年初版 

          いないいないばぁと言いな 

がら目を閉じて、開けると 

色々な表情の顔と出会えるワ 

クワクドキドキの遊び。 

 この絵本は「いないいない」 

と「ばぁ」の絵の変化がはっ 

きりしていて充分に楽しめる 

ロングセラー絵本です。 

読み聞かせボランティアの“マザーズぽけっと”です。 

活動を始めてから4年が経ち、町で「ぽけっとおばさん！」と子ども

たちから声をかけてもらえるようになりました。今は『ねぎぼうずのあ

さたろう』という股旅（またたび）もののお話にはまっています。幼稚

園・保育園・小学校・としべつとどこ行っても「ねぎぼうず」の読み聞

かせは大人気です。ナレーター役が“浪曲調”の挑戦もしており、とし

べつのお年寄りの方にとても好評です。 

教育委員会をはじめ、各関係機関の方々に後押しをいただき活動をし

ています。感謝とともに好きなことをして皆さんに喜んでいただけるな

んて、とっても幸せだと感じています。 

この活動に興味のある方、ぜひ仲間になりませんか！？ 

ブックスタートってなあに？ 

今金町に生まれた全ての赤ちゃんと保護者の方に、子育て応援のメッセージを添えて、ブックスタ

ートパックを手渡す運動です。《いつでも・どこでも・だれでもが本と出会う》という今金独自のブ

ックスタート事業として２００６年１２月より開始されました。 

わが町のブックスタートの様子は？ 

  ただいま６ヶ月乳幼児相談において、ブックスタートボランティアのみなさんや、保健師、子育て

支援センターの先生、教育委員会図書司書の連携の中、なごやかに行なわれています。赤ちゃんの健

やかな成長は誰もが嬉しいものですよね。子育ての先輩にもいろいろ話が聞けちゃいますよ。 

ブックスタートパックの中身は？ 

絵本（今金町では「ぴょーん」・「いないいないばぁ」いずれか１冊）、絵本はともだち小冊子、子

育て支援センター情報誌、幼稚園絵本の日案内、チビッコクラブ情報誌、図書室利用案内、図書室

新規登録用紙、支援センター･図書室共通絵本貸し出しカードです。バッグは今金高等養護学校で

作成されたものを使っています。 

「ぴょーん」   まつおかたつひで 作･絵 

ポプラ社 ２０００年初版 

           子どもにメチャうけ！ 

ぐずっている子も絵本に 

くぎづけです。 

“ぴょーん”のところに 

くると一緒になってとび 

あがります。みんなで一 

緒に遊びながら、くりか 

えし楽しめる絵本です。 

私たちが活動を始めてから3年が経ちました。メンバーは中学生か

ら熟年層と幅広い構成で活動しています。それぞれの立場で無理せず

できることを図書室と連携して行なっています。 

今金図書まつりへの参画、図書室業務のお手伝い、移動図書館車での

貸出協力、月一回の集まりなど世代を超えての楽しい出会いもありま

す。自らの楽しみとして、本と人との出会いの場や図書室の良き応援

団としてこれからもこの会を大切にしていきたいと思います。 

 ハローブックへの入会は随時募集中です！ 

たくさん仲間が増えると嬉しいです！！ 

マザーズぽけっと 

図書ボランティア 〈ハローブック〉 

ボランティアに関するお問合せは、図書室までお願いします 

図書まつりのお手伝い 

学校での読み聞かせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校巡回日】 

4/25・5/9・5/23・6/6 ・6/20 

◎種川小学校  午前 ９：２５～午前 ９：４５ 

◎神丘小学校  午前１０：１５～午前１０：３５ 

◎美利河小学校 午前１１：４５～午前１２：００ 

4  月 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

5  月 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

6  月 

日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

今金町民センター図書室利用案内 

●開館日  ◆水・木・金曜日   １３：００～１７：００ 

◆土・日曜日      ９：００～１７：００ 

（但し、１２：００～１３：００はお昼休みです） 

◆平日における祝日  １３：００～１７：００ 

 

●休館日  ◇月・火曜日 

 

※火～日曜日の図書室閉館時の本返却については 

１階事務室でも受け付けております。 

 

新着本のご案内は広報誌「いまかね」をご覧ください。 

道立図書館館長より図書館職員の

想いと一緒にバスの鍵を譲り受け

る中島教育長 

昨年１１月２４日、北海道立図書館より全道

を巡回し各地に本を提供してきた移動図書館

車が今金町に寄贈されました。 

 今後、教育委員会では「動く図書館事業」として町の子ども達や今まで本に親しむ機会の少なか

った地域を巡回し、子どもから大人まで本にふれあうきっかけ作りをして使用していきます。 

４月より各学校の定期的巡回と各イベントでの出張貸出、他機関との連携による活用、広域的な

使用などみなさまに愛される図書館車として活用していきたいと考えています。今回は地域の学校

巡回の日程をお知らせいたします。各学校周辺の住民の皆様にも貸し出しいたしますのでご利用下

さいますようご案内いたします。 

5月27日（日）は 

デ・モーレン前で行われる「春らんまん花

いっぱい２００７」（商工会女性部主催）

での出張貸出しがあります。 


