
ひがしまつやま 

図書館だより №46 ２０１９．１ 

本年も図書館スタッフ一同、みなさんのご利用をお待ちしております 

平成最後のお正月を迎えましたが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。 

昭和世代といたしましては、改元に二度も立ち会えることになるとは思いもよりませんでし 

たが、平成生まれの若者たちも歴史の新たな１ページが開く瞬間を味わえる良い機会なので 

はないでしょうか。なにはともあれ、新元号の決定が待ち遠しいですね。 

市立図書館に多数所蔵している布絵本を 

作成し、ご活躍されているボランティア団体 

「布絵本チューリップ」が長年の功績を認められ、昨年 

１１月にシラコバト賞を受賞されました。 

シラコバト賞とは、日頃、身近なところで住みよい 

地域社会の実現のために、積極的な実践活動を 

続けている個人及び団体へ彩の国コミュニティ 

協議会より贈られるものです。 

これからも、楽しい 

作品を作っていきたい 

と思います。 

月１回、市立図書館３ 

階の和室で活動してい 

ます。興味のある方は、 

見学に来てくださいね。 

「布絵本チューリップ」さん 

からのコメント 



※ 書影はTOOLiより引用 

 ご利益ご利益 

１月２６日（土）午後１時３０分～３時 市立図書館３階研修室 

講 師 山 内
やまうち

 享 郎
みちろう

氏（第一法規株式会社データベースコンシェルジュ） 

内 容 知っておきたい遺言や相続についてわかりやすく解説します 

申 込 １月５日（土）から、直接又は電話で市立図書館へ。 

定 員 ３０名（申込順） 

御朱印でめぐる関東の神社 １７５ゴ   ダイヤモンド社 

もともと、お寺に納経した証にいただく御朱印ですが最近は参拝の 

証に気軽に頂けるようになりました。ここ数年、御朱印集めが女性の 

中で静かなブームになっているとか･･･。この本には、「御朱印が素晴 

らしい」「ご利益がすごい」と評判の高い関東地方の神社一万社以上の 

中から徹底リサーチした厳選のお社を紹介しているそうです。 

お正月といえば初詣、みなさん参拝はお済みですか？それだけで十分、今年一年のご利益は 

授かれそうですが、更に望まれる方にはパワースポット巡りや、風水などはいかがでしょう。 

平凡に思える日常にほんの少し変化を加えたら、何だか違う明日がやって来そうな気がしませ

んか？みなさんに、たくさんの福が訪れますように。 

開運おそうじ １４８ニ  二階堂 博司 著 同文舘出版 

運気アップはお掃除から。お寺のお坊さまも、お掃除は一番大切な修行の 

ひとつと仰っていましたが、身の回りを片付けるのは心の整理整頓につなが 

るのでしょうか。まずは玄関掃除からはじめてみようかな。 

鎌倉パワスポ散歩 ２９１．３７カ  まのとのま 著 徳間書店 

 十二世紀末、源頼朝が征夷大将軍となり鎌倉に幕府を築いたのは、この 

土地の形が風水的に四神相応の力を持つ土地だったからだそうです。

そう聞くと、もう鎌倉に行くだけでご利益がありそうな気がしてきま 

せんか？東京に一番近い「小京都」として、多くの人々を引きつける 

鎌倉。そんな鎌倉のパワースポットを歩いて巡る参考に。楽しく役立 

つイラスト満載です。 

日本で一番わかりやすい九星方位気学の本 １４８タ 

                  田口 二州 著 ＰＨＰ研究所 

源氏物語の中で光の君たち貴族の方々がしていた方違えに似ていま 

すが、こちらは気学といい園田真次郎氏が１９２４年に創始したとさ 

れているそうです。九星占術をベースにしているので、気学が有名に 

なるにつれ九星術も気学と呼ばれるようになったとか。旅行に行く時 

や、引越をされる際などご活用ください。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

010 ﾄ 図書館さんぽ 図書館さんぽ研究会 駒草出版

159 ｵ 実践!50歳からのライフシフト術 大野 誠一 NHK出版

291 ｳ 侘寂温泉 魚谷 祐介 辰巳出版

291.5 ｲ 中山道トコトコ歩き 池田 充宏 合同フォレスト

366 ﾊ 働く女子と罪悪感 浜田 敬子 集英社

440 ﾃ 絵でわかる宇宙地球科学 寺田 健太郎 講談社

498 ﾀ ぷるトレ 高林 孝光 飛鳥新社

596G ｼ おうちで作れる台湾小麦粉料理 周 清源 世界文化社

619 ｺ 小池芳子のこうして稼ぐ農産加工 小池 芳子 農山漁村文化協会

645 ﾈ 猫と一緒に生き残る防災BOOK 猫びより編集部 日東書院本社

711 ｵ 幾何学模様の美しいヒンメリ 大岡 真奈 河出書房新社

740 ﾔ 写真を読む夜 山内 宏泰 誠文堂新光社

007 ﾏ まるわかり!人工知能 日経xTECH 日経BP社

143 ｸ 妻のトリセツ 黒川 伊保子 講談社

404 ｻ 図解もっと身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻 健男 明日香出版社

594F ﾌ ふっくらあたたか手編みのおざぶ ブティック社

596G ﾂ 煮込み料理はフライパンで 堤 人美 立東舎

210.1 ｸ 並べて学べば面白すぎる世界史と日本史 倉山 満 KADOKAWA

361 ｺ 心に響く!美しい「日本の伝統」1200 西東社編集部 西東社

367 ﾎ 精神科医が教える「がんばらない老後」のすすめ 保坂 隆 廣済堂出版

E3 23 フェルメール キアーラ・ロッサーニ 西村書店

K360 ﾎﾞ ぼくらの災害サバイバルBOOK 国崎 信江 主婦の友社

K440 ﾃ ねえねえはかせ、月のうさぎは何さいなの? 寺田 健太郎 大阪大学出版会

K620 ﾀ 野菜を守れ!テントウムシ大作戦 谷本 雄治 汐文社

E2 24 チキンライスがいく。 はらぺこめがね あかね書房

K200 ﾚ 歴史について知っておくべき100のこと ローラ・コーワン 小学館

K380 ﾖ ハチごはん 横塚　真己人 ほるぷ出版

E4 ２２ まめとすみとわら せな けいこ 廣済堂あかつき

K457 ﾄﾞ ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス恐竜博物館 福井県立恐竜博物館 岩崎書店

K480 ｼﾞ じぶんでよめるいきものずかん 成美堂出版編集部 成美堂出版

◎市立図書館

◎高坂図書館

◎なしの花図書室

請求記号

★★★ 新　着　案　内 (12月に受入れた本の一部です。) ★★★

◎市立図書館

◎なしの花図書室

◇◇◇一般向け◇◇◇

◇◇◇子ども向け◇◇◇

◎高坂図書館



なしの花図書室開室日 午後１時～５時１５分 

 ■ お知らせ ■                  
市立図書館   □ おはなし会 午後２時～３時  ■ちいさい子むけおはなし会 午前１１時～１１時３０分 

○ ミニ朗読会 午後２時～３時  ※託児サービス 毎週金曜日 午前１０時～午後１時

高坂図書館   ◇ おはなし会 午前１１時～１１時３０分 

◆ ちいさい子むけおはなし会 午前１１時～１１時３０分 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 

休館日 

２ ３ ４ ５ 

□おはなし会 

６ ７ ８ ９ 

○ミニ朗読会

１０ １１ １２ 

□おはなし会

◇高坂 

おはなし会 

１３ 

●映画会 

〈子ども向け〉

１４ １５ １６ 

■ちいさい子む

けおはなし会

１７ １８ 
◆高坂
ちいさい子む

けおはなし会

１９ 

□おはなし会 

２０ 
●映画会 

 〈一般向け〉

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

□おはなし会 

２７ ２８ 

休館日 

２９ ３０ ３１   

■東松山市立図書館   〒355-0015 東松山市本町 2-11-20  tel 0493-22-0324  fax 0493-22-0064

■高坂図書館      〒355-0063 東松山市元宿 2-6-1   tel 0493-35-5120   fax 0493-35-5123 

■なしの花図書室    〒355-0002 東松山市大字東平 567-1 tel 0493-25-2220   fax 0493-25-2227 
（平野市民活動センター内）

東松山市立図書館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  http://www.libcity.higashimatsuyama.saitama.jp/ 

１月 

・１月１５日（火）～２１日（月）絵画クラブ「虹」新春作品展 

●子ども向け映画会 

「メロディ・タイム」（７５分） 

１月１３日（日）午後１時３０分～

●一般向け映画会 

「はやぶさ」(１４０分)

１月２０日（日）午後１時３０分～

出演:  竹内結子、西田敏之 他 

※会場は、市立図書館３階 視聴覚ホール 

定員は、１００人（先着順）です。 

展示室のご案内 

１月１９日（土）午後１時３０分～３時 

市立図書館３階 視聴覚ホール 

 講 師 小山
こやま

弘 明
ひろあき

 氏 

     高村光太郎連翹忌運営委員会代表。 

全国各地で講演、市民講座講師、美術 

館・文学館アドバイザー、テレビ番組 

制作協力などを行っている。 

 定 員 ８０名（申込順） 

 申 込 １月５日（土）～１５日（火）までに 

     直接又は電話で市立図書館へ。 

高田博厚、田口弘、高村光太郎 

東松山に輝いたオリオンの三つ星


