
科学あそび「羊のおくりもの」 

～カラフルフェルトボールと原毛の標本をつくろう
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 館内の検索機（OPAC）のご案内です。検索機は資料探しに欠か
せません。触ったことのない方でも大丈夫！ 
 マンツーマンで入力のコツなど、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。 

OPAC検索案内のお知らせ 

月    9 

   7 月 

14日(日)  図書館で自由研究始めよう ★ 

24日(水)  図書館探検隊 ★ 

27日(土)  よむよむ探検隊「たくさんの冒険！」 

28日(日)  図書館員体験ツアー ★ 

29日(月)  科学あそび「羊のおくりもの」★ 

■休館のお知らせ 
▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。 

 7日(土)  バリアフリー映画会 ★ 

「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」が 

利用できます。 

 「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」は、

国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の

理由で入手困難となった資料、約150万点（平成31年

1月現在）が国立国会図書館の承認を受けた公共図書館

等でご利用いただけるサービスです。 

 ご利用いただける方は市内に在住、在学、在勤してい

る方で、図書館利用カードをお持ちの方です。ただし、

図書館利用カードが利用停止中の方などはご利用いただ

けません。また、代理の方による本サービスの利用もで

きません。 

 ご利用の際は図書館利用カードをご持参のうえ、中央

図書館4階貸出カウンターにお申込みください。 

  1日(木)  夏のおたのしみおはなし会 

18日(日)  図書館員体験ツアー ★ 

21日(水)  図書館探検隊 ★ 

23日(金)  折り紙イベント 

24日(土)  朗読だから面白い！真夏の怪談話 ★ 

  
 
  館名 

 
       日程 

9月 
 
押立・四谷  2日(月)～3日(火) 

視聴覚コーナー資料の貸出は 

必ずカウンターで！ 

   中央図書館４階には、CD、DVD、ビデオ

などを集めた視聴覚コーナーがございます。

視聴覚コーナーには、本体を書庫に入れて

いる資料や、ケースの開閉解除が必要な資

料がございますので、貸出をご希望の方は

必ずカウンターでの手続きをお願いします。 

〈閲覧時間〉 

 午前9時～午後10時 

 1回の利用時間は１時間以内。ただし、次に利用希望者がいない 

 場合に限り、１時間の延長が可能（閉館時間を限度とします）。 

〈複写受付〉 

 午前9時～午後5時 

 複写の枚数が多い場合や複写機器等の利用状況等によっては、 

 複写物は翌日以降（中央図書館休館日を除く）のお渡しに 

 なります。 

  ※複写は著作権法で決められた範囲内です。同じ箇所は1人に 

   つき1部までです。 

    ※複写は職員が行います。利用者本人による複写はできません。 

    ※料金は白黒は1枚10円、カラーは1枚30円です。 

＜画像は国立国会図書館ウェブサイトから転載＞ 

今年もぜひ！地区図書館の雑誌リサイクル 

  保存年限を過ぎた雑誌を、市民のみなさまにご提供します。 
   

  ▽期間 7月7日（日）から21日（日） 

   ※休館日の実施はありません。 

 ▽実施時間、初日7日は午後1時から4時まで、8日以降は 

   開館時間内（生涯学習センター図書館の平日は午後7時まで）です。 

    ※在庫がなくなり次第終了します。 

    ※初日混雑時は、先着順に時間を区切って入替制とします。 

 ▽会場等詳細は、各地区図書館にお問い合わせください。 

 ▽持ち帰り冊数 おひとり12冊まで。手さげ袋をご用意ください。 

★の催しは予約制です 

図書館 
だより 

51 第      号 

府中市 

図書館 
だより 

令 和 元 年 6 月 3 0 日 

発行 府中市立図書館 

市 内 で も 様 々 な 取 組 が ！ 

 

「ラグビーをもっと楽しむための本」のご紹介 
 

  背表紙に、シンボルマークのラベルが貼ってある本は、「ラグビーをもっと楽しむための本」です。 

図書館ホームページにはテーマごとのリストを掲載しています。 

https://library.city.fuchu.tokyo.jp/ 
トップページ＞調べる＞テーマ資料＞「ラグビーのまち府中」 
 

          ＜テーマ一覧＞ 
          １ 世界のラグビー、日本代表 

          ２ 学生・社会人ラグビー 

          ３ 7人制ラグビー 

          ４ 観戦する・プレーする 

          ５ ラグビーがテーマの小説 

          ６ その他、ラグビーに関する資料 

2019 

 とことん楽しむ！ 

ラグビーワールドカップ 
     9月20日（金）～11月2日（土）開催！ 

「ラガマルくんのラグビールールブック」 
 

  東京スタジアム近隣の府中・調布・三鷹の３市

が連携して作製したルールブック。３市の全ての

公立小中学生に配布しています。内容盛りだくさ

んで、大人でも楽しめますよ！ 

探してみよう！ 

 ラグビーワールドカップ2019 

 ラッピングバスが運行！ 
 

  ラグビーワールドカップ2019の装飾をした 

「ちゅうバス」が走っています。 

＜運行期間＞11月2日（土）まで（予定） 

＜運行エリア＞多磨町ルート、 

          押立町・朝日町循環、 

          南町・四谷循環、北山町循環 

＜運行台数＞１台 
 

「ラグビーのまち府中」ラッピングバスも同じルート

で走っています。 

どちらが先に 

見つかるかな？ 

[参考] 『ラグビーのまち府中RUG-CHU!』ラグビーのまち府中推進委員会 F291.3/10/ﾗ 
     『ラグビーのまち府中 街あるきガイドブック』ラグビーのまち府中推進委員会 F291.3/10/ﾗ 
     府中市ホームページ  httpｓ://www.city.fuchu.tokyo.jp/bunka/olypararugby/rugby/index.html 
     トップページ＞文化・スポーツ・生涯学習＞オリンピック・パラリンピック、ラグビーワールドカップ関連＞ラグビーワールドカップ関連 

      『ラガマルくんのラグビールールブック』今江正城/著 F783.4/10/ﾗ ＰＤＦ版はこちら https://www.city.fuchu.tokyo.jp/bunka/olypararugby/rugby/rulebook.html 

 

 

２０１９年生まれの赤ちゃんへ！ 

ミニラグビーボールをプレゼント！ 
 

 ラグビーワールドカップが日本で開催される令和元
年、＜ラグビーのまち府中＞市民となる新生児全員 に
にプレゼント。 
 ポリウレタン樹脂製の柔らかい素材でできたボールです。初めて
触るボールがラグビーボールになる赤ちゃんがいるかも。 
※プレゼントは出生届提出時。詳細は府中市政策課（042・335・
4006）へ。 

企画展のほかにも！ 

「ラグビーのまち府中」シンボルマーク 
 

 ラグビーボールに見立てたリボンで「府中の
人々の集結」を表現し、色は「調和・自然環
境」をイメージしたグリーン、リボンのカラーの
変化で府中の頭文字「Ｆ」を浮かび上がらせ
ています。市民の皆さんからシンボルマーク
を募集し、応募いただいた作品の中から更に
市民投票で選ばれました。 

 

羊はみなさんの衣食住にかかわるばかりでなく、いろいろ

なところで活躍しています。犬や猫、牛の毛と、羊毛の違いを

様々な実験でくらべたり、羊の特徴クイズにチャレンジしなが

ら、確かめていきましょう。フェルトボール、
 
日時     7月29日(月)午後2時から4時 

講師     坂口美佳子先生(科学読物研究会会員) 

場所     ルミエール府中1階 第1・2会議室 

対象     小学生40名 

持ち物   筆記用具、汚れてもよいタオル、スーパーのレジ袋 

      虫めがね（持っている人のみ） 

申込み  7月1日（月）から受付開始 午前9時から午後7時  

    に中央図書館へ電話もしくは来館（5階） 

注意   動物アレルギーのある方は事前にご相談ください 

中 央 図 書 館 の 行 事 予 定  

 府中市は、「サントリーサンゴリアス」「東芝ブレイブルーパス」という社会人ラグ

ビートップリーグの強豪チームの本拠地です。ラグビーワールドカップ2019では、

イングランド・フランス・決勝トーナメントの公認チームキャンプ地に決定しました。 

 中央図書館ではラグビーワールドカップ開催にあわせ、9月1日（日）か

ら「とことん楽しむ！ラグビーワールドカップ ＜ラグビーのまち府中＞」

企画展を開催します。企画展では、プロカメラマン松本かおり氏による迫

力ある写真作品やオリジナルグッズの

展示のほか、ラグビーを楽しく観戦す

るために役立つ資料を集めます。 

 ラグビーファンはもちろん、「ルールが

よくわからない」という方も楽しめる企

画展ですので、ぜひご来場ください。 

「とことん楽しむ！ 
ラグビーワールドカップ  
＜ラグビーのまち府中＞」企画展 
 

開催期間   9月1日（日）～11月上旬 

開室時間  午前9時～午後7時 

会場     中央図書館4階 多目的室 



武蔵台・新町・是政図書館 

〈おはなしの森〉 
 

 

●中央図書館 
日時／ 
①7～9月の毎週木曜日  午後３時半～４時 

②7月6日、8月3日、9月7日(土)  

 午前11時～11時半 
 

●地区図書館  

日程／ 

紅葉・押立・宮町図書館 

          ―― 7月3日、8月7日、9月4日(水) 

白糸台・西府・片町図書館 

        ―― 7月10日、8月14日、9月11日(水) 

 

                ―― 7月17日、8月21日、9月18日(水) 

四谷図書館   ―― 7月18日、8月15日、9月19日(木) 

住吉・生涯学習センター図書館 

        ――  7月24日、8月28日、9月25日(水) 

時間 午後３時半～４時 

 

2――――3 
ご案内 

  9   7    月 ～      月 
「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います。 

夏の読書キャンペーン 

 貝のかたちのカードに好きな本のことを自由に

書いて掲示します。参加者にはぬりえのプレゼント

があります。 

 あわせて、夏休みのおすすめ本の展示・リストを

配布します。 
 
 期間    ７月２０日（土）～８月３１日（土） 

 場所   中央図書館 ３階児童室 

 テーマ  この本読んだかい？ 

ＹＡ（中高生向け）中央図書館夏休みイベント 

     「My Favorite Things」 

 葉の形のカードに、図書館や好きな本のことを

自由に書いて、ＹＡルームに設置してあるポストに

入れてください。後日、本といっしょに掲示します。 
 
 期間   ７月２０日（土）～８月３１日（土） 

 場所   中央図書館４階ＹＡルーム 

 テーマ  My Favorite Things 

  夏のおたのしみおはなし会 
 

 中央図書館では、３歳～小学生を対象とした読

み聞かせを行っています。夏のおたのしみおはな

し会では、絵本や昔話、語り、紙芝居、手遊びなど

を行い、いろいろな催しをします。手作りのプログラ

ムの配布もします。直接会場にお越しください。

（申込み不要） 
 
 日時 ８月１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 

対象 1・2歳児と保護者 

 〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
  

  

●中央図書館  

  日時／ 7～9月の第2・4木曜日  

     午前10時半～11時 

     ☆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  

     7月17日、8月21日、9月18日(水) 

  

小学生のためのブックトーク  

よむよむ探検隊「たくさんの冒険！」 

中央図書館では、一つのテーマを立てて、何

冊かの本を紹介するブックトークを開催します。読

みたい本がきっと見つかります。当日は直接会場

にお越しください。（申込み不要） 
 
 日時  ７月２７日（土）午後３時～３時４５分 

 場所   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 

 テーマ 「たくさんの冒険！」 

「この本読んだかい？」 

   昭和39（1964）年10月、第18回オリ

ンピック競技大会、東京オリンピックが開

催されました。府中には競技会場はな

かったものの聖火リレーが市内を駆け抜

け、競歩の折り返し点となりました。今回

は当時の聖火リレーをご紹介します。 

 東京オリンピックの聖火は、昭和39

(1964）年8月21日、ギリシャのオリンピア

で採火式が行われ、聖火空輸特別機によりアジア11か国を経て、9月7日に

沖縄に到着しました。その後、鹿児島、宮崎、千歳（北海道）が聖火リレーの

3起点となり、4コースに分かれ全都道府県を周りました。この4コースの空輸

総距離は2,692ｋｍ、地上リレー総距離6,755ｋｍ（リレー総区間4,374区

間）、参加リレー走者は10万713名と記録されています。 

9月9日に鹿児島を出発した第1コースは、府中を通過し、10月9日に東

京都庁へ到着しました。第1コースの都内コースは、10月8日神奈川県境の

大垂水峠より東京都側に入り、八王子市より、南多摩、西多摩、北多摩の各郡および八王子、町田、青梅、昭島、日野、立川、小

平、小金井から府中へとバ トンタッチされました。 

市内聖火リレーは、小金井街道から新甲州街道を通り距離は6.4ｋｍ。コースは第1区 蛇窪バス停前（現在の浅間町交差点辺

り）～二小前、第2区 二小前～染屋八幡神社前、第3区 染屋八幡神社前～マラソン折返点（現在の味の素スタジアム前）でし

た。各区は、正走者1人、副走者2人、随走者20人。3区で計69人が走者に選ばれました。 

  「広報ふちゅう」第141号に「オリンピック聖火8日に府中を通過」とい

う見出しで「はるばるギリシヤのオリンピアから運ばれてきた聖火が8日

午後4時22分、小金井市から小金井街道と学園通りの交差点で矢部

市長の手に引き継がれました。この日は、あいにくの雨でしたが、大ぜ

いの観衆の拍手の中を、第一走者斉藤文子さんを先頭に、盛んな声

援を受けながら二小前で小嶺実君へ、染屋八幡神社前で高木秀男

君へとつぎつぎにリレーされました。そして、カントウ村正面前で野口体

協会長の手から調布市へ無事引き継ぎました。」と紹介されています。 

 『オリンピック東京大会の警察記録』には「沿道の観衆は14時30分ご

ろから集まりはじめ、通過1時間前には約4万人となり、蛇窪交差点、

染屋八幡付近が特に多く、総計約4万3,500名になった。（中略）リレー

隊は予定より13分おくれて到着したが、沿道の観衆は薄暗くなった小

雨の中で警察官の指示に従って日の丸の小旗や声援をもって送迎し」と記されていま

す。 

 その後、調布から三鷹、武蔵野に入り、武蔵野市役所の市長室で一晩過ごすと、9

日は練馬、杉並、中野、新宿、千代田の各区をリレーしました。都庁では聖火の到着

式が行われ、日本国内を４つのコースに分かれてリレーした聖火は都知事室の特別応

接室に安置された後、皇居前広場に到着。１つの聖火に集結されました。翌10日開会

式当日、皇居前から国立競技場までの6.5ｋｍの聖火リレーが行われ、最終ランナー

坂井義則氏の手に託されました。 

東京2020オリンピック聖火リレーは令和2（2020）年3月26日に福島を出発し、日本

全国を回ると、7月10日からは都内62市区町村をランナーがつなぎます。7月15日に

は府中市に入り、東京競馬場にて聖火到着を祝うセレブレーションイベントが開催され

る予定です。そして、7月24日に東京都庁に到着します。新国立競技場での開会式最

終ランナーは誰になるのか？楽しみですね。  

 

も う す ぐ や っ て く る ！！ 

（広報ふちゅう 第139号より） 

（広報ふちゅう 第1865号より） 
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府中にやってきた 

東京オリンピック1964  

聖火リレー 

 第  回 

対象 ３歳～小学生（保護者同伴可） 


