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記念セレモニーにて 高野市長と来館者の方

図 書館のおしごと紹介

リクエスト
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■図書館講演会

リクエスト担当は、利用者の皆様からリクエスト
いただいた本をご提供する業務を行っています。リ
クエストを受けたら最初に、市の選定基準をもとに
本を選書します。そして選書の結果、購入または他
自治体に借用を依頼します。また、リクエストから
ご提供まで円滑に行われるように、利用者の予約状
況の確認や都内公共図書館の相互貸借に関わる業務
も行います。
予約状況や利用状況によりご提供までお待たせす
ることもございます。利用者の皆様も返却期限の厳
守等ご協力をよろしくお願いいたします。
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2月 「村上春樹の世界」
▽日時
▽講師
▽場所
▽対象
▽申込み
▽内容

２月10日（日）午後２時～４時
柴田勝二氏（東京外国語大学教授）
ルミエール府中１階 第１・2会議室
中学生以上 先着５０名
１月11日（金）から
村上春樹作品の楽しみ方など

３月 「身近な環境問題」
▽日時
▽講師

3月10日（日）
午後2時～4時
村田佳壽子先生
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環境ジャーナリスト
東京農工大学非常勤講師

▽場所
▽対象
▽申込み
▽内容

館内に用意してあるリクエストカード

●催しは予約制です
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18日(金) 映画会「ピノキオ」
20日(日) 図書館ガイドツアー
23日(水)～「虹の彼方」展 サテライト展示
9日(土) 第五回府中寄席 桂扇生の落語会
10日(日) 図書館講演会 村上春樹の世界
17日(日) 図書館ガイドツアー
10日(日) 図書館講演会 身近な環境問題
24日(日) 図書館探検隊
27日(水) 図書館員体験ツアー

ルミエール府中１階 第1・2会議室
中学生以上 先着50名
2月11日（月）から
毎日耳にする地球環境問題。環境
問題について、私たちは本当のこと
を理解できているのでしょうか？誰も
が聞きたいことを易しく具体的に、解
りやすくお話していただきます。

■休館のお知らせ

その
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蔵書点検のため、下記の日程で休館
します。
図書館名

日程

2月 新町・住吉・白糸台

4日(月)～6日(水)

3月 紅葉丘・片町・武蔵台

4日(月)～6日(水)

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
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

入館者５００万人達成
図書館システム更新完了
ご協力ありがとうございました

「虹の彼方」展
中央図書館サテライト展示

「きょうをとくべつにする
けしき ―小木曽瑞枝
斎藤ちさと
三田村光土里展」

どちらの講演会もお申し込みは中央図書館へ
電話、または５階受付へ（午前９時～午後７時）
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新中央図書館開館 周年

府中市美術館で開
催中の「虹の彼方」展
の出品作家3人が、
小木曽瑞枝
中央図書館で小さな
（おぎそみずえ）
「花蜜標識」2011年 展覧会を開きます。
この機会に現代美術を是非ともご
鑑賞ください。府中市美術館でも2
月24日まで開催されています。ま
た企画展出品作家さんのお薦めの
本を3階の特集コーナーにて紹介
します。いつもの本探しの合間に美
術館の雰囲気も味わってください。
日時：2013年1月23日（水）～
2月24日（日）
休館日：2月4日(月)･5日（火)･18日
(月)･19日（火）
場所：府中市立中央図書館
3階･4階スペース
主催：府中市美術館
府中市立図書館

館長

佐々木 政彦

平成19年12月、新しいルミエール府
中に開館した中央図書館は、５周年の節目を迎え
ました。この間、多くの市民の皆様にご利用いただき、去
る10月19日に入館者数500万人に到達いたしました。オープンし
て４年10か月と19日での500万人達成となり、年間平均入館者数
は100万人を超えています。
これ程大勢の方々にご来館いただいた要素について考えると、次の
ことが思い浮かびます。中央図書館では、古くからの書籍を大切に保
存するとともに、日々良質な資料の収集を行なっており、豊富な蔵書
が有ります。また、開館時間は午前９時から午後10時までと長く、
館内には多くの読書席を備え、ゆったりとした雰囲気の中で長時間滞
在しながら、読書や調べものができる環境が在ります。
一方、平成22年の市政世論調査によると、約半数の方が図書館を
利用していないとのことでした。図書館には、古今東西の人類の知恵
が詰まっています。あまり図書館を使ったことがないという方も、お
越しいただき「知の森」を散歩すれば、きっと未知の世界と出会える
のではないでしょうか。人生をより豊かに生きるきっかけを掴めるか
も知れません。
これからも、皆様に親しまれ、活用される施設を目指してまいり
ますので、図書館をますますご利用くださいますよう、お願いいたし
ます。
11月下旬は、図書館システム更新のため、臨時休館とさせていた
だきました。図書館をご利用いただいている皆様には、大変ご迷惑を
おかけいたしましたが、おかげをもちまして図書館システムやホーム
ページ、館内機器類などをリニューアルすることができました。
皆様のご理解ご協力に、心より感謝申しあげます。

連 載
企 画

府 中 の街道をゆく
其の三

鎌 倉 街 道

「いざ、鎌倉！」武者たちが駆け抜けた道が鎌倉街
道です。但し、鎌倉時代には「鎌倉街道」と呼ばれ
る道はありませんでした。鎌倉街道という呼び名は
江戸時代になって使用されたものです。
奈良・平安時代の古官道の主要道を上道（武蔵～
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こども府中はかせ２

ＤＶＤの
セキュリティー強化について

～府中の町紹介～
「郷土資料はたくさんあるけれど、子どもには難しすぎる
よね。」との声から生まれたシリーズです。わかりやすい文
章で府中を楽しみながら知ることができます。さあ、歴史の
町「府中」を探検してみましょう！参考になる図書のリスト
も載っています。シリーズ第２弾は「府中の町紹介」です。
各館のカウンターで配布、またはホームページに掲載してい
ますので、ご活用ください。もちろん大人の方もどうぞ。
今 後 こん なテ ー マ
ホームページは図書館
を取り上げてほ
の「こどものページ」
しい等のご意
を開いてね。「府中に
見をお待ちし
ついて知る」にのって
ております。
いますよ。

上州路）、中道（奥州道中）、下道（常陸・上総）
と分けて呼びます。
このうち府中に住む私たちにとって身近な道は、

「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、

鎌倉街道上道でしょう。上州から北武蔵の丘陵地帯
をかすめて南下し、武蔵野を横断して、武蔵府中に

1月～ 3月

入り、多摩川を渡って多摩丘陵を越えて鎌倉へと向

ご案内

かう道筋です。
源頼義・義家父子が奥州の安部一族の乱を鎮定の
ために下向のとき（１０６２年頃）あるいは鎌倉幕
府滅亡に直結した元弘３年（１３３３）の新田義貞

〈おはなしの森〉

の鎌倉攻めなどの進撃道路はこの道です。多くの軍

●中央図書館

勢が向けられた道路のために府中本町から関戸まで
の街道を陣街道ともいいます。
分倍河原、陣街道『江戸名所図会』より

●地区図書館
日程／
宮町図書館――1月9日、2月6日、3月6日（水）

中から西の広い範囲で戦
闘が繰り広げられまし
た。東村山あたりで態勢
を立て直した新田軍は再
び分倍河原で奇襲をかけ
て、敗走する幕府軍を追

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／２月16日（土）
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｢おかしとおやつ｣

四谷図書館――1月10日、2月7日、3月7日（木）
白糸台・西府・新町・片町図書館
――1月9日、2月13日、3月13日（水）

●中央図書館

武蔵台図書館―1月17日、2月21日、3月21日（木）

日時／1～3月の第2・4木曜日

生涯学習センター図書館
――1月23日、2月27日、3月27日（水）
紅葉丘図書館―1月30日、2月27日、3月27日（水）

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。

押立図書館――2月6日、3月6日（水）

●地区図書館

時間と対象／

日時／地区館「おはなしの森」と同日の

午後３時半～４時／３歳～小学生（保護者同伴可）
新田義貞公之像

〈ちいさい子のためのおはなし会〉

是政図書館――1月10日、2月14日、3月14日（木）
住吉図書館――1月16日、2月27日、3月27日（水）

いながら鎌倉を襲撃、幕
府は滅亡しました。分倍
河原合戦は南北朝動乱時
代の幕開けを告げる大事
件のひとつであり、鎌倉
現在の鎌倉街道

①1～3月の毎週木曜日(１月３日を除く)
午後３時半～４時
②1月5日、2月2日、3月2日（土）
午前11時～11時半

対象 ／３歳～小学生（保護者同伴可）

顔はどの方角を見ているかというと鎌倉方面をみつ
めて、高々と剣を振り上げています。
新田軍は久米川で勝利しますが、分倍河原では負
けてしまいます。当時、多摩川北岸の分倍河原、府

街道は重要な道だったの
です。

「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。

日時／

分倍河原駅前にある「新田義貞公之像」を見に
行ってみましょう。駅から降りていくと最初に見え
るのは背中です。不思議に思うところですが、その

市民の大切な財産であるＤＶＤを損
傷や盗難から守るため、12月より従来
のケースからセキュリティー強化ケー
スに順次入れ替えています。ケースか
らＤＶＤを取り出すためには4階貸出カ
ウンターでセキュリティー解除処理が
必要になります。
自動貸出機でＤＶＤの貸出処理をす
るとセキュリティー解除がされないまま
ですので、本体を取り出すことができ
ません。ご自宅でＤＶＤを鑑賞すること
ができませんのでお気をつけください。

※新町全日、紅葉丘１月30日のみ午後２時半～３時

午前10時半～11時
（四谷図書館のみ1月9日、2月6日、3月13日（水）
）

