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  図書館講演会「カメラマンに聞く！生きものの撮り方、 

    飼い方、見つけ方」 

 児童向け写真絵本から専門図鑑まで多く生物写真を手掛ける  

写真家が、制作の舞台裏や生きものとの接し方について解説！   

▽日 時  平成30年12月9日（日）午後2時～4時 
▽講 師  松橋利光（まつはし としみつ）氏（生物カメラマン） 

▽対 象  小学校高学年以上一般 
▽定 員  先着50名（無料） 
▽受付開始日  11月1日(木) 
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中 央 図 書 館 の 行 事 予 定  

月 

   12 月 

月 

●催しは予約制です 

   10 

   11 

お
問
合
せ 

14日(日)  みんなでつくる！おすすめ歴史小説・ 

      時代小説年表 

     特集展示 本の処方箋～この人におすすめの一冊～ 

               おはなしの森ハイキング       

       よむよむ探検隊「大切な友だち」 

27日(土)  図書館ガイドツアー（韓国語対応可） 

  4日(日)  レファレンス講座「百人一首入門」 

10日(土)  よむよむ探検隊「どんな家族？」 

11日(日)  図書館講演会「報道されなくなった 

      シリア内戦～「今世紀最悪の人道危機」のその後～」 

17日(土)  図書館ガイドツアー（英語・中国語対応可） 

18日(日)  図書館落語会～絵本の読み聞かせと落語の競演～ 

  8日(土)/15日(土)  絵本作家になろう！ 
      ～自分だけの絵本をつくろう～ 

  9日(日)  図書館講演会「カメラマンに聞く！ 

      生きものの撮り方、飼い方、見つけ方」 

16日(日)  図書館ガイドツアー 

図書館 
だより 

48 第      号 

府中市 

図書館 
だより 

レファレンス講座「百人一首入門～季節の歌、恋の歌～」 

 百人一首の中でも多く読まれている季節の歌、恋の歌を、 

言葉についての著作も多くある講師がわかりやすく解説。 

▽日 時  平成30年11月4日（日）午後2時～4時 
▽講 師  吉田裕子（よしだ ゆうこ）氏（国語講師） 
▽対 象  中学生以上一般 
▽定 員  先着40名（無料） 
▽受付開始日  9月21日（金） 

■ご利用ください！ 

  地区図書館の図書リサイクル 

 地区図書館では毎年１回、１０月にコーナー

を設けて図書のリサイクルを実施しています。 

今年も行いますので、ぜひご利用ください。 

▽日時 10月2日(火)～10月21日(日)の開館日 

      9時～17時（生涯学習センター図書館   

      平日19時まで） 

▽場所  各地区図書館内(押立図書館を除く) 

※持ち帰り冊数は1人20冊までです。手さげ袋

をご持参ください。在庫がなくなり次第終了

します。詳細は各地区図書館までお問い合

わせください。 

※10月の臨時休館日にご注意ください。 

 布の絵本・さわる絵本は障害のあるお子さん

に絵本を楽しんでもらえるように作られた、質

感や形などを触って楽しむ絵本です。ぜひこ

の機会にご覧ください。 

▽会場 府中市立心身障害者福祉センター         

            「きずな」(府中市南町5－38) 

▽期間 10月1日(月)～10月31日(水)の開館日 

▽時間 午前9時～午後5時 

            (月、水、金と第1第3土曜日) 

      午前9時～午後7時(火、木) 
 

イベントその1（対象：どなたでも） 
 

「みんなでつくる！ 

 おすすめ歴史小説・時代小説年表」 
 

 歴史上の出来事にあわせて、お気に入り

の時代小説で年表を作ります。 
 

▽参加方法 応募用紙に必要事項を記入 

  して、館内の応募箱にいれてください。 

▽会場    中央図書館４階  

          多目的ルーム 

▽応募期間 平成30年10月14日（日）まで 

▽展示期間 平成30年10月14日（日）から 

           １1月上旬 

▽開室時間 午前9時～午後7時 

 
 

イベントその3（子ども向けイベント） 
 

「おはなしの森ハイキング」 
 

▽内容と時間： 

第1回 午前11時～11時半 

ちいさい子のためのおはなし会 

（対象：1・2歳児とその保護者） 

第2回 午後1時～1時半 

おはなし会part１（対象：3歳～小学生） 

第3回 午後2時～2時半 

おはなし会part2（対象：3歳～小学生） 

▽会場：中央図書館3階 おはなしのへや 

           直接会場へお越しください。 
 

イベントその4（対象：小学4・5・6年生） 
 

「小学生のためのブックトーク 

  よむよむ探検隊」 
 

▽テーマ：「大切な友だち」 

▽時間：午後3時～3時45分 

▽会場：中央図書館3階 おはなしのへや 

           直接会場へお越しください。 

 

 

平成30年9月30日 

発行 府中市立図書館 

祝！入館者 
      万人！ 

図書館長 酒井利彦 
 

平成19年12月、現在のルミエール府中に移転開館した中央図書館

は、今年で11年目を迎えました。この間、多くの市民の皆様にご利用い

ただき、去る9月10日に通算入館者数1000万人に到達いたしました。

これ程大勢の方々にご来館いただいたことを心より感謝申しあげます。 

 府中市立中央図書館では、価値の高い地域資料を大切に保存すると

ともに、日々良質な資料の収集を行っており、多摩地区で第2位の蔵

書数を備えています。開館時間も午前9時から午後10時までと長

く、館内に多くの読書席を設け、落ち着いた雰囲気で長時間滞在しな

がら、読書や調べものに対応できる

施設となっています。 

 これからも利用者の声に向き合い

ながら、赤ちゃんからご高齢の方、

またハンディキャップのある方々に

も配慮した、地域に開かれた図書

館を目指して運営してまいりたい

と考えております。ますます多く

の方のご来館をお待ちしており

ます。 

イベントその2（対象：どなたでも） 
 

「本の処方箋 

 ～この人におすすめの一冊～」 
 

本を読んで、気分がガラッと変わったことはあり

ませんか。今回は、図書館にある本の中から、こ

の夏に皆さんに応募いただいた本の特効薬の貸

出です。展示資料はすべてタイトルがわからないよ

うにラッピングされ、「効能」が貼付されています。 
 

▽展示期間 平成30年10月14日（日）～ 

   展示資料がすべて貸出されるまで展示 

▽展示場所 中央図書館3階 特集棚 
 

＜テーマ＞ 
○ 楽しい気持ちになりたいあなたへ 
○ モチベーションをあげたいあなたへ 
○ びっくりしたいあなたへ 
○ 泣いてスッキリしたいあなたへ 

 
 

1000万人目の来館者は是政にお住いの

米田
よ ね だ

さん。時々親子で本を借りに来てくれて

いるそうです。高野市長とふちゅこまがお祝い

に駆けつけてくれました。 

 

みなさんと図書館が一緒に本との出会いを演出するイベントを開催します 

            OPAC検索案内のお知らせ 

 

  

 館内の検索機（OPAC）のご案内です。触ったことのない方でも大丈

夫！マンツーマンで行います。検索機は資料探しに欠かせません。入力の

コツなど、質問内容に合わせて15分程度のご案内をいたします。 

 毎週水曜と最終週の日曜、午後2時～3時半の間に3階の総合カウンター

へお申し出ください。 

府中市立中央図書館 

〒183-0055 府中市府中町2-24 

TEL 042-362-8647 

ホームページアドレス  

http://library.city.fuchu.tokyo.jp 

申込み：受付開始日より中央図書館に電話 

      または来館（5階事務室に午前9時～ 

       午後7時まで） 

会場：ルミエール府中1階 第1・2会議室      

1000万1人目に 

来館されたのは押立 

町にお住いの河嶋
かわしま

さん。これか

らもたくさんの方にご来館いただ

けますように！ 

■休館のお知らせ 

▽文化センター電気設備工事のため、次の日程で 

   休館します 

  館名 日程 

11月 是政 18日(日)～24日(土) 

  館名 日程 

10月 
 

中央 15日(月)～17日(水) 

11月 
白糸台 

住吉 
  5日(月)～7日(水) 

12月 是政   3日(月)～5日(水) 

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します 

図書館講演会「報道されなくなったシリア内戦  

～「今世紀最悪の人道危機」のその後～」 

 なぜ報道は減ったのか、内戦の過去と現在、今後について 

考える。 

▽日 時  平成30年11月11日（日）午後2時～4時 
▽講 師  青山弘之（あおやま ひろゆき）氏（東京外国語大学教授） 

▽対 象  高校生以上一般 
▽定 員  先着50名（無料） 
▽受付開始日  10月11日(木） 

10 
14 （日） 

                  市民文化の日  
       中央図書館イベントのご案内 



〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
 

●中央図書館 
日時／ 10～12月の第2・4木曜日  

    午前10時半～11時 
対象／ 1・2歳児と保護者 
     ☆おはなし会の後に絵本のプチ講座も行います。 
 

●地区図書館 
日時／ 地区図書館「おはなしの森」と 

      同日の午前10時半～11時  

    （四谷図書館のみ  

    10月17日、11月21日、12月19日(水))) 

対象／ 1・2歳児と保護者 
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ご案内   12 10   月  ～         月 

〈おはなしの森〉 
 

●中央図書館 

日時 

①10～12月の毎週木曜日  午後3時半～4時 

②10月6日(土)、11月4日(日)、12月1日(土) 

 午前11時～11時半 

対象／３歳～小学生（保護者同伴可） 
 

●地区図書館  
日程 

紅葉丘・押立・宮町図書館 

――10月3日、11月7日、12月5日(水) 

白糸台・西府・片町図書館 

――10月10日、11月14日、12月12日(水) 

是政図書館 

――10月17日、11月14日、12月19日(水) 

武蔵台・新町図書館 

――10月17日、11月21日、12月19日(水) 

四谷図書館 

――10月18日、11月15日、12月20日(木) 

生涯学習センター図書館 

――10月24日、11月28日、12月12日(水) 

住吉図書館 

――10月24日、11月28日、12月26日(水) 
 

時間と対象 

午後3時半～4時／3歳～小学生（保護者同伴可) 

中央図書館では、３歳～小学生を対象として読み

聞かせを行っています。冬のおはなし会では、絵本

や昔話、手遊び、紙しばいなどを行います。手作り

のプログラムの配布もします。当日、ぜひ会場にい

らしてください。（申込み不要） 
 

 

▽日時 12月20日(木)午後３時半～４時半 

▽会場 中央図書館 おはなしのへや 

▽対象 ３歳～小学生 

冬のおたのしみおはなし会 

 府中市子ども読書活動推進委員会主催で、 

おはなしボランティアグループ“絵本だいすき”が 

府中市内の施設を回っておはなし会をします。 
 
 

▽日程・会場 

○10月12日(金）  スクエア21・女性センター 

○10月19日(金) 子ども家庭支援センター「たっち」  

○10月26日(金) 郷土の森総合体育館 

○10月29日(月) 武蔵台文化センター 

○10月30日(火) 「はぐ」さんぼんぎ 

○11月  6日(火)  朝日保育所※ 

▽時間 午前10時半～11時 

     (※朝日保育所のみ午前10時～10時半) 

▽対象 １・２歳児と保護者 

▽定員 各日先着20組 

おはなしキャラバン 

  中央図書館では、ひとつのテーマにそって、 

何冊かの本を紹介するブックトークを開催します。 

よむよむ探検隊手帳ももらえます。 

直接会場にお越しください。 
 

 

 ▽日時 10月14日(日)、11月10日(土) 

       午後３時～３時45分 

 ▽会場 中央図書館 おはなしのへや 

 ▽対象 小学４・５・６年生 

 ▽定員 先着30人 

 ▽内容 テーマは、10月「大切な友だち」 

              11月「どんな家族？」  

小学生のためのブックトーク 
よむよむ探検隊 

「おはなしの森」では絵本や昔話の読み聞かせを、 

「ちいさい子のためのおはなし会」では赤ちゃん絵本の 

読み聞かせやわらべうたを行っております。 

よむよむ探検隊手帳  

29年度に配布した 
                 手作りプログラム  

  

  

村野四郎氏 

天然記念物には、学術上価値が高く、保護や保存が求められる
植物や動物などが指定されます。国の天然記念物では、トキやイリ
オモテヤマネコ、屋久島のスギ原始林などが有名ですが、府中市
にも国や市が指定した天然記念物があるって知っていますか？今
回はその中でもわたしたちに馴染みの深いところを２か所ご紹介しま
す！ 

府中自慢 

大國魂神社からまっすぐ伸びる大通りの両脇には、およそ150本のケ

ヤキが植えられています。「大門」とは並木の真ん中の道のことで、かつて

は大國魂神社の参道でした。その両脇に「馬場」があったことから「馬場

大門のケヤキ並木」と呼ばれています。 

ケヤキ並木の事始めについては諸説ありますが、かつて源頼義・義家

父子が六所宮で戦勝祈願をし、その凱旋記念に千本のケヤキを寄与し

たとのいわれが有名です。またのちの徳川家康も戦勝の報賽として補植

をしたといわれています。 

天然記念物に指定されたのは大正13年です。通りには天然記念物であることを示す石造の標識が

立っています。天然記念物への指定は、ケヤキへの保護意識を高めるきっかけにもなりました。「欅並

木会」という句会を発足させ、並木の愛護運動に努めた宇津木雅一郎氏や、ハスの研究で著名な大

賀一郎氏も並木の調査を行っています。こうした保護活動は市制発足後も引き継がれ、調査や管理

が継続されています。樹木の老朽化や都市開発の影響が心配されたこともありますが、伐採や補植な

どを行いながら、今日まで府中市のシンボルとして美しい姿を見せてくれています。 

国指定天然記念物  

馬場大門のケヤキ並木 
 指定年月日：大正13年12月9日 

市指定天然記念物  

大國魂神社境内樹木の一部 
指定年月日：昭和36年12月15日 
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  府中市で暮らす人、 

通勤・通学などされている人は、 

 「府中ってどんなところ？」と誰かに 

   聞かれることも多いはず。 

    今年度の図書館だよりでは、府中自慢 

       お役立ち情報を特集します。 

  
 府中市のここがスゴい！ 
 行ってみよう、調べてみよう 
 

            ② 天然記念物編 

大國魂神社の境内にはケヤキなどの樹木が茂り、荘厳な社叢をつくりあげていま

す。本殿の裏にそびえたつ大銀杏は、昭和36年に天然記念物に指定された樹木

のうちのひとつです。樹齢は千年を超え、高さは20ｍ、周長は8ｍ以上もあるそうで

す。かつてこの銀杏の根元には蜷貝（にながい）が生息し、煎じて飲むと産後の肥

立ちがよくなるという言い伝えがありました。大國魂神社の七不思議のひとつです。 

７月の「よむよむ探検隊」で 

                   紹介した本 


