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中央図書館の4階に
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ができました

姉妹都市・
長野県佐久穂町

府中市は、昭和54年10月に市制施行25周年記念事業の
一つとして、長野県南佐久郡八千穂村との間に、姉妹都市
の盟約を結びました。以来25年間、郷土芸能やスポーツな
どさまざまな交流を行ってきました。その後、八千穂村
は、平成17年3月20日に隣町の佐久町と町村合併し、佐久
穂町になったので同10月、府中市と佐久穂町は姉妹都市の
盟約を結びました。佐久穂町は雄大な八ヶ岳や千曲川の清
流など、豊かな自然に恵まれた高原の町です。

こんな本を置いています
『佐久の四季』郷土出版社
『佐久の文学碑』いちい出版
『見つけよう 信州の昆虫たち』
信濃毎日新聞社

『信州 雪形ウオッチング』信濃毎日新聞社

秋のおすすめ本～
『あの画家に会いたい
個人美術館』

･･広報や旅行ガイドなどもご覧いただけます

旅～

『地下室からのふしぎな旅』
柏葉幸子作 タケカワこう絵
講談社 1995年

大竹昭子著 新潮社 2009年

地下室にできた奇妙な水たまり。物影には、黒いマン
トをはおったずぶぬれの男がいた。彼が言うには、地下
室のかべは、となりの世界とつながっているらしい。ふ
たつの世界をつなぐこの場所の契約をめぐって、アカネ
とチィおばさんのふしぎな旅が始まった。（Y）

北海道から奄美大島まで、画家
たちを育んだ日本各地の風土に触
れつつ、代表作や知られざる小品
を味わう旅の本。各地の個人美術
館リストも収録。棟方志功・東山
魁夷・上村松園・青木繁 等の個
人美術館17館の写真が美しい。こ
の秋、１館でも訪れてみようと思
える本です。
（Ａ）

『調律師の恋』
ダニエル・メイスン著 角川書店 2003年

ロンドンに住む調律師エドガーに届いた奇妙な依
頼。戦渦のさなかにあるビルマの奥地へ、ピアノの
調律に来てほしいというもの。
依頼主との駆け引き、丌思議な魅力を持つ寡黙な
ビルマ女性、現地の若者たち、通じ合うようでいて
どこかですれ違う心と心、優雅な脚を持つピアノと
の対話、立ちのぼる熱気と白い日傘。混沌の中、そ
のすべてが渦を描きながら、否応なしにエドガーを
飲み込んで行きます。（K）

『ケープ・ベアの一族 上・下』
ジーン・アウル作 大久保寛訳 ホーム社 2004年

主人公は先史時代を生きる一人の少女、エイラ。両
親を失い、異なる種族に拾われるところから、彼女の
旅は始まります。
読み始めたら止まらない、秋の夜長にふさわしい長
編小説です。（Ｉ）
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秋のおすすめ企画
和算入門
江戸時代の数遊び
10月の講座
算数がきらいで、大人になったら何の役に
立つの？そう思っているあなたへ。江戸時代
の人々は、数遊びや図形問題を楽しんでいた
ようです。和算は暮らしに役立つ知識として
発達した、日本独自の数学です。江戸時代が
見直されるにつれて、和算も注目を浴び、本
が出版されることも多いようです。
今回は、江戸時代の図形遊び・数遊びを通
じて、和算の楽しいお話を伺えればと思いま
す。講師は府中市在住の和算研究家、佐藤健
一先生です。
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日時／平成21年10月21日（水）
ＰＭ6時30分から8時３0分まで
場所／ルミエール府中 1階
第1会議室（入口からすぐです）
講師／佐藤健一先生 和算研究所 理事長
対象／16歳以上の方
申込受付／10月1日から電話予約か直接5階事務室へ申込み
先着30名 ＡＭ9時00分～ＰＭ７時00分まで受付
府中市立中央図書館 042-362-8647
佐藤健一先生の著書
・和算入門 ・江戸庶民の数学
・多摩の算額
・和算百話 ・江戸の寺子屋入門 ・関孝和の人と業績
・和算を楽しむ
他、多数

親子で英語を楽しもう
11月の講座
図書館に外国語の本が置いてあるのをご存知ですか。3
階の児童室や、4階の外国語のコーナーにあります。その
中で、「英語の本をたくさん読んでみたいな」と思ってい
る方を、応援する講座です。
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日時／平成21年11月8日（日）
ＰＭ2時から4時まで
場所／ルミエール府中 1階 第１・２会議室
講師／酒井邦秀氏 電気通信大学准教授
対象／小学生以上の方
申受付込／10月21日から電話予約か直接5階事務室へ申込み
先着30名
ＡＭ9時00分～ＰＭ７時00分まで受付
府中市立中央図書館 042-362-8647

2

図楽
書し
館も
のう
秋
画家藪野健氏
著作を語る
12月の講座予定
日本芸術院賞を受賞され、府
中市美術館で個展や講演会を開
催している府中市在住の画家、
藪野健先生に、ご自身の著作に
ついて語っていただく予定で
す。街歩きの画家としても有名
な藪野先生に絵を描く楽しみを
語っていただく予定です。
日時／平成21年12月16（水）
ＰＭ6時30分から
8時３0分まで
場所／ルミエール府中 1階
第1会議室（入口からすぐ
です）
講師／藪野 健氏
画家 早稲田大学教授
申込受付等、
詳細は後日、
広報にて
藪野健先生の著書
・藪野健 記憶の都市
・絵画の着想 描くとはなにか
・東京散歩 わが街・駅の旅
・プラド美術館名画に隠れた
なぞを解く
・2時間ウォーキングシリーズ
・子ども美術館
たてものをかく建築と絵画
・明治建築の旅
・晴れた日のベルギー 他多数

本の取扱いについて、
図書館から
大切なお願いです！

例えば・・・
●読書している時は
飲食をしない。

●雨の日の持ち運びにはビニールに入れる。

図書館資料を失くしてしまった、汚してしまっ
たために「弁償」をお願いする件数が、ここ数年
増えています。
図書館資料は府中市民全員の財産です。
次に利用される方へ気持ちよく本をバトンタッ
チできるように、マナーを守ってご利用くださる
ようお願いします。

ご案内

紛失
ほん ・汚損
は
避け の少し
の
でき ることが 注意
で
ます
！！

●カバンの中で、冷たいペットボトルや
湿ったハンカチと一緒にしない。
●自転車を離れるとき、
荷カゴに本を入れたままにしない。
●ペットにイタズラされないように
手の届かないところで管理する。

図書館では、
絵本や昔話の読み聞かせを行っております。

10月～12月
●中央図書館

●地区図書館

日時

日程

①10～12月の毎週木曜日 午後３時半～４時

押立・四谷図書館
10月7日、11月4日、12月２日（水）

＊12月31日は休館日のためお休み
②10月3日、11月7日、12月５日（土）
午前10時半～11時

白糸台・西府・新町図書館
10月14日、11月11日、12月9日（水）

対象

武蔵台・片町図書館
10月21日、11月18日、12月16日（水）

３歳～小学生（①は保護者同伴丌可）

是政図書館
10月22日、11月19日、12月17日（木）

冬のおたのしみおはなし会のお知らせ

住吉・紅葉丘・生涯学習センター図書館
10月28日、11月25日（水）

★たっぷり１時間の
いつもよりも長いおはなし会です★

時間と対象

▽日時 12月24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
（保護者同伴丌可）

★児童向けのイベント
小学生のためのブックトーク
～よむよむ探検隊

午後３時半～４時／３歳～小学生
（保護者同伴可）

☆‥１・２歳児と保護者が対象の
｢ちいさい子のためのおはなし会｣も実施しています。
詳しくは図書館のカウンターでお問合せください。・・☆

中央図書館では、小学４～６年生を対象とし
てブックトークを行っています。10～12月
の実施分は以下の二つ。テーマで集めたいろ
いろな本を楽しく紹介するので、当日、ぜひ
会場にいらしてください。（申込み丌要、先
着30人）
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▽日時

①10月17日、②12月19日（土）
午前10時半～11時半
▽会場
中央図書館 おはなしのへや
▽対象
小学４～６年生
▽テーマ ①いろんな家・いろんなくらし
②きみは魔法を使えるか？

図 書 館 め ぐ り
内
市

武蔵台図書館
武蔵台図書館は、昭和４８年に開
設されました。府中市の北西、国分
寺市と国立市との境界の近くに位置
します。建物の周辺を木々に囲まれ
ているので、窓越しに四季の移ろい
を眺めることができます。静かな読
書の秋を図書館でお過ごしになりま
せんか。
季節に合わせた特集本コーナーを
作って、みなさまのご来館をお待ち

所在地 武蔵台２－２ 武蔵台文化センター３階
電話 ０４２－５７６－６３９０ 開館時間 午前９時～午後５時

しております。

第１・第３月曜日※休館日が休日（祝日・振替休日）にあたる場合は
直後の平日も休館。祝日・年末年始・特別整理日は休館。

蔵書数 約５万１千冊
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●催しは予約制です。

12月

18日 英語の多読
14日 朗読会
22日 本の探し方ツアー
（OPACの使い方）
28日 ライフプランセミナー
29日 図書館ガイドツアー

16日 画家藪野先生講座
20日 本の探し方ツアー
（OPACの使い方）
23日 図書館ガイドツアー
（中国語）

の1

らせ

■休館のお知らせ

■相互利用のお知らせ

その
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今年も各館で蔵書点検を行います！
それに伴い、次の日程で休館をいたします。
ご迷惑をお掛けしますが、期間中はほかの図
書館をご利用ください。

平成2１年10月1日（木）から、新たに小金井
市立図書館、国立市立図書館との相互利用が
スタートします！府中市にお住まいの方は、そ
れぞれの図書館で利用カードが作れます。貸
出冊数や休館日等のルールは自治体ごとに異
なりますので、各図書館へお問合せください。

お
問
合
せ

定

11月

21日 和算入門講座
24日 本の探し方ツアー
（OPACの使い方）
25日 図書館ガイドツアー
31日 演奏会

らせ

行

[日程]
西府・新町・是政図書館
１０月１９（月）～２１日（水）
中央図書館
１１月１６日（月）～１８日（水）

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

学習センター図書館
１２月１６日（水）～１８日（金）
押立図書館
１２月２１日（月）～２２日（火）
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