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■ご活用ください！
地区図書館の図書リサイクル

中央図書館では、より多くの方に図書館に来館して
いただくため、年に４回程度講演会を開催しています。
講師は著作のある経験豊富な方をお呼びし、内容は子ど
も向けから大人向けまで幅広く選んでいます。
8月14日には、小学生対象の夏休み科学あそび「ド
ライアイスの実験～アイスとシャーベットをつくろう
～」を開催しました。講師の坂口美佳子先生が教えてく
ださる実験に参加者はとても楽しそうに参加していまし
た。
今年度は、他にも「話し方」、「環境」、「文学」に
ついての講演会を予定しています。募集は広報ふちゅ
う、図書館ホームページ、図書館だよりなどでお知らせ
しますので、気になる方はチェックしてみてください。

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２８日（日）の開館日
９時～１７時（生涯学習センター図書館
の平日は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
図書館までお問合せ
ください。

■レファレンス講座
「たのしい百人一首」
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平成２4年9月30日
発行 府中市立図書館

平成19年12月に、新たに中央図書
館が開館して、まもなく、丸５年を迎
えます。この間、多くの方に図書館を
ご利用いただきました。改めて、御礼
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10月

21日(日) つくってあそぼう「はじめての短歌」
21日(日) 図書館ガイドツアー
27日(土) かんたんにできる手づくり本
～おしゃれミニノートカバー～
月 3日(土) ウィーンの歩き方
11日(日) 図書館ガイドツアー

11

12月

2日(日)
9日(日)
16日(日)
22日(土)

▽日時 ：１２月９日(日)
午後2時～４時
▽会場 ：ルミエール府中
１階会議室
▽対象 ：小中学生 40名
▽講師 ：天野 慶さん(現代歌人)
▽申込み：１1月1日(木)から
中央図書館5階へ直接
又は電話で

５年間、ご利用いただきました図書館システムですが、皆様に、便利にお使いいた
だけるように、バージョンアップを行い、機器類も入れ替えることにいたします。
入れ替えの期間中、全館休館とし、また、図書館ホームページも休止とさせてい
ただきます。そのため、貸出しや予約を含め、サービスをご利用いただけなくなり
ます。皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願
いいたします。
期間

平成24年11月19日（月）～30日（金）

内容

中央図書館及び地区図書館全館の図書館システム及び
機器類の入替え作業、中央図書館の蔵書点検。
この期間中、図書館の全サービス及び図書館ホームページの利用（アクセス不可）ができません。

しかけ絵本の作り方教室
たのしい百人一首
図書館ガイドツアー
本の病院 ご自宅の本を修理します

ブックポストへの図書資料の返却はできます
市民会館は平常通り開館します。

新たに加わるホームページのサービス

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。

図書館全館
休館します

申しあげます。

お正月前にこの講座に参加して
みんなに差をつけよう！
つめを切ってきてね
●催しは予約制です

中央図書館の風景です。
場所が分かりますか？屋上にある
太陽光パネルとピラミッドのような
明り採りです。

インターネット予約の登録をしている方へのサービスです

府中市立中央図書館
お 〒183－0055 府中市府中町2－24
問 TEL 042-362-8647
合 ホームページアドレス
せ
http://library.city.fuchu.tokyo.jp

1 マイブックリスト機能の追加
検索した資料の情報を、自分だけのリストとして蓄積できます。

2 順番予約機能の追加
今まで、窓口でしかできなかった「１巻目から順番に準備してもらいたい」という予約が、
ご自分でできるようになります。

連 載
企 画

府 中 の街道をゆく
其の二

お 茶 屋 街 道
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パスワード発行の年齢制限がなくなります
2012年10月１日から図書館のパスワード登録の年齢制限がなくなります。パスワード発行を希望される
小学生以下の方は、ご自分の図書館利用カードをお持ちのうえ、登録カウンターまでお越しください。始め
に、仮パスワードを発行します。その際、申込書の記入が必要になります。申込書の記入がご自分でできな
い方は、必ず保護者の方と一緒に来館し、申込みをしてください。詳しくは、登録カウンターにお尋ねくだ
さい。これにより、本の貸出期限延長がご自分でできるようになります。また、予約や貸出しの状況をホー
ムページでご覧になれます。

「府中の水は美味しい」と聞いたことは
ありませんか。お茶の湯用の水を汲むために
わざわざ作られた道が江戸時代の府中にあり
ました。それが「お茶屋街道」です。街道と
いうには少し規模が小さく、あまり聞きなれ
ないかもしれませんが、矢崎から川崎街道

10月～12月

ご案内

（府中街道）と分岐して、サントリービール
武蔵野工場を通り、一直線に金塚（庚塚・是
政六丁目・水車があった）まで伸びている道
です。江戸時代の府中には徳川家の御殿があ
り、将軍が鷹狩りや川狩りをする際、また上
洛の途中に宿泊や休憩をなさっていたと記録
があります。その際にいただく茶の湯の水を
多摩川から汲み取るため、この道が開通した 府中御殿址（「武蔵名勝図会」）より
ということです。
ＪＲの府中本町駅と府中街道に挟まれた一帯は旧番地を「字御殿地」といい、府中御殿はこのあたりの
きょうおう

「おはなしの森」では絵本や昔話の読み聞かせや
おはなしの語り聞かせを、
「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。

〈おはなしの森〉
●中央図書館

小学生のためのブックトーク

よむよむ探検隊
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。ぜひ当日ご来館ください。

日時／10月20日（土）
11月17日（土）
12月15日（土）
の午後２時～２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名
内容／テーマは
10月「変身」
11月「ふしぎな動物の世界」
12月「おくりもの」

高台にありました。天正十八年（1590年）には豊臣秀吉が奥州平定の帰路に立ち寄り、家康の饗応を受
けたと記されています。また、家康没後、元和三年（1617年）家康
なきがら
の亡骸を久能山より日光へと改葬する際にも何日か御殿に逗留したよ
うです。
このような「御殿」は江戸時代には全国に多数あり、規模の小さな御
殿の呼び名を「お茶屋」と言っていたようです。ここからも街道の謂
れがあるのかもしれません。いずれにしても府中の地に「御殿」があ
り、秀吉や家康がゆったりとお茶を飲んでいたと想像すると、なんだ
か楽しくなります。ただ、周辺の人々は食物を提供したり、道を切り
開く労力を供したり苦労も多かったかもしれませんね。正保三年
（1646年）、本町で大きな火災があり、府中御殿は六社宮（大國魂
神社）とともに焼失してしまいました。ともあれ、皆さまも当時をし
のんで、府中本町駅
より多摩川方面を眺めて見て
御茶屋街道（昭和4年頃）／いしぶみ草紙より
はいかがでしょう。

日時／

参考資料

武蔵台図書館―10月18日、11月15日、12月20日（木）

●地区図書館

「府中市史 上」府中市編さん委員会
「府中の風土誌」府中市
「続府中の風土誌」府中市
「ふるさとの道」府中市
「ふるさとの地名」府中市
「武蔵府中物語 上下」猿渡 盛厚著
「いしぶみ草紙」府中市
「あるむぜお第９２号－府中御殿」府中市郷土の森博物館編
「武蔵名勝図会」新装版 植田孟縉著
「城郭と中世の東国」千葉城郭研究会編

生涯学習センター図書館

日時／地区館「おはなしの森」と同日の

①10～12月の毎週木曜日 午後３時半～４時
11月は1日・8日・15日(木)のみ
②10月6日、11月3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／
押立・宮町図書館
――10月3日、11月7日、12月5日（水）
四谷図書館――10月4日、11月1日、12月6日（木）
白糸台・西府・新町・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11日、11月8日、12月13日（木）

――10月2４日、11月14日、12月26日（水）
住吉図書館――10月24日、12月19日（水）
紅葉丘図書館―10月24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）
※新町のみ午後２時半～３時

〈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
11月は8日(木)のみ
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。

午前10時半～11時
（四谷図書館のみ10月3日、
11月7日、12月5日（水）
）

