
　1・2・３月　カレンダー

子どもといっしょに

　　絵本のある時間を

●リーヴルシネマ　（一般向け図書館映画会）
　1月 13 日（金）14：00 ～　※ＤＶＤ上映です
　 「綾小路きみまろ爆笑！最新ライブ名演集」（62 分）
　3月 10 日（金）14：00 ～
　「二宮金次郎物語　愛と情熱のかぎり」（115 分）
場所：一戸町コミュニティセンター　視聴覚室
対象：一般

●地域おこし事業「ミズキ団子づくり」
日時：1月 14 日（土）14：00 ～ 16：00
場所：一戸町コミュニティセンター　ホール

●としょかん映画会　11：00 ～
　1月 28 日（土）『ばけくらべ』（20分）
　2月 25 日（土）『こねこのぴっち』（30分）
　3月 25 日（土）『おむすびころりん』（15分）
場所：一戸町コミュニティセンター　視聴覚室
対象：幼児から小学生

●とことこおはなし会　10：45 ～　
　1月 20 日（金）テーマ：「ゆき」
　2月 17 日（金）テーマ：「のりもの」
　3月 17 日（金）テーマ：「ことばあそび」
場所：地域子育て支援センターのびのび
対象：0歳～ 3歳児

●第 5回サイエンス講座　いちのへ☆星空講座
　星空と環境について学び、キャンドルづくり
　のワークショップをします。
日時：3月 4日（土）13：00 ～ 14：30　
募集人数：30 名　参加費：無料　※要申込

さわって楽しむ「○○○絵本」

図書館には絵本の仲間に、さわる絵本、点字絵本、布絵本があります。

読んで物語を楽しむだけではなく、さわることによって感覚や想像力を

促すとされています。こちらは貸し出しができますので、カウンターま

でお越しください。（貸出期間は本と同じ2週間です）

また、児童コーナーには積み木やパペット、お正月期間はすごろくや

カルタなども置いています。ご自由に遊んでください(^^♪
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　新年おめでとうございます。一戸町立図書館は、

平成 14 年 7月 16 日に開館し、今年の 7月で

15 周年を迎えます。

　この間、一戸町民のみならず近隣市町村の方々

からもたくさんご利用いただき一時、東北一の

利用率（平成 22 年）を上げることもできました。

　昨今は、ＩＴ技術の進展により電子書籍が現れ、

また規制緩和の流れの中で、公立図書館の指定

管理者による運営が多くなり、商業感覚の行き

過ぎが問題視されたりしています。

　このような時代ではありますが、町立図書館の使命は、まちの実情と町民の希望に沿い町民の

自己教育に資する資料を整えるとともにその活用支援体制を充実させることは揺るぐものでは

ありません。

　そのことを肝に銘じながら、今年も日々努力を続けることをお約束し新年のごあいさつといた

します。

平成 29 年　元日　一戸町立図書館長　小山田　四一

一戸町立図書館長　新年のごあいさつ

ぶ っ く ん レ タ ーぶ っ く ん レ タ ー
一戸町立図書館だより
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　１ ・ ２ ・ ３月の図書館イベント案内

　地域情報　ちょっと足を延ばして　～ 一戸の宝さがし ～
～一戸町の小正月行事をたのしもう！～

　一戸町の小正月行事といえば、ミズキ団子ですね。毎年各地区では、三世代交流

として保育所などでミズキ団子を作り、飾っています。

　一般的に小正月は１月１３日から１５日ですが、一戸では１月１５日から２０日

までが小正月です。行事の内容は地域による違いはありますが、全国的に見ると、

①農業・生産の予祝、②厄除け、③神霊の訪問、④火祭りなどに大別されます。

　一戸のミズキ団子については、『いちのへの年中行事』（一戸町教育委員会刊 ,1997 年）に由来や当時の写真

が掲載されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「餅や団子で繭玉・粟穂・米ニヨなどを作り座敷に飾るのは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　どの家でもやっていました。繭玉はミズキにキラズ団子をさし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　たもの、粟穂は竹の先に楕円形の餅をさしたもの、米ニヨは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　藁に餅を巻きつけて作ったものです。～中略～その年の農作物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　が豊かに実ることを願う行事」とあります。

　「繭玉」のほかには、「餅花」などと言われます。（養蚕の盛んな地域は繭玉とよんでいるそうです）

また、水木（ミズキ）は、火を防ぎ、水を守るとされています。

※キラズ団子とは、米粉におから（豆腐の殻、キラズ）を混ぜ団子にして茹でたもの。ミズキ団子の別名。

当館でも今年はミズキ団子づくりを行います。

ＤＶＤ『一戸町の年中行事』（一戸町教育委員会製作）の上映や、懐かしの『いちのへふるさとカルタ』を

使ったカルタ大会、お正月あそびも行います。参加無料、申込不要です。皆さまお誘いあわせの上、ぜひ

お集まりください。

日時：１月１４日（土）１４時から

場所：一戸町コミュニティセンターホール

リーヴルシネマ
（一般向け図書館映画会）

1 月 13 日（金）14：00 ～
上映作品：

『綾小路きみまろ爆笑！
　　最新ライブ名演集』（62分）
※ＤＶＤの上映です

3 月 10 日（金）14：00 ～
上映作品：

『二宮金次郎物語
　愛と情熱のかぎり』（115 分）
※入場無料、予約不要

ミズキ団子づくり
日　時：1月 14日（土）14 時～
場　所：一戸町コミュニティセンター ホール
どなたでも自由にご参加ください♪

地域おこし事業

いちのへ☆星空講座
環境に関する講話とワークショップを行います。

日　時：3月 4日（土）13 時～
場　所：一戸町コミュニティセンター　視聴覚室

対　象：どなたでも　30 名

第 5回サイエンス講座

遊びに
来てね！

　読書案内コーナー
テーマは 「今年話題のおすすめ本」　を紹介します！

　地域情報・新着郷土資料　　

『ツバキ文具店』　　　　　小川　糸／著　幻冬舎／刊

雨宮家は江戸時代から続いている

「代書」 が家業ですが表向きは

文具店。 年賀状など時節に頼まれ

るお仕事や、 お品書きなどの文字

書きが主な仕事。 ラブレター、 絶

縁状の代筆などなど、 春夏秋冬

を通じて風変わりな依頼が舞い込

みます……。

「病気を寄せつけない食習慣」 は

食事を自分で作る生活習慣を身

に付けることにあり！ 「野菜をたく

さん食べる」 「発酵食品を食べる」

「肉をたまに食べる」 など 「腸寿食」

の十か条について医学博士の藤田

さんが説き、 食生活研究家の魚柄

さんが具体的な実践方法を教えます。

『病気を寄せつけない腸寿食』
　　　　　藤田　紘一郎、魚柄　仁之助／著　毎日新聞出版／刊

『スポットライトをぼくらに』
            あさの　あつこ／作　狩野　富貴子／絵　国土社／刊

絵本

ゆきのひ、 ねずみくんがでかけると、

ゆきのうえにだれかのあしあとが。

だれのあしあと？と、 たどっていくと、

きつねさんやにわとりさん、 ぶたさん

とつづき…。

さて、 さいごはだれのあしあとかな？

『だれのあしあと』
　　　　　　　　　　　　　　　ａｃｃｏｔｏｔｏ／作・絵　大日本図書／刊

2016 年に行われた希望郷いわて

国体 （国民体育大会） の岩手県勢

の大会記録をカラー写真とともに紹介。

一戸町で開催されたなぎなた競技では、

少年演技の山火ゆか （一戸高２年） ・

武田智摘 （盛岡二高３年） 組が見事

初優勝。 その気迫あふれる演技の写

真や、 インタビューも掲載しています。

『報道写真集　2016希望郷いわて国体』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手日報社／刊

『地域の誇りで飯を食う！
〝何もないまち″を変えた奇跡の物語』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真板　昭夫／著　旬報社／刊

地域の宝と人材を発掘し、 その宝を

磨き上げ、 住民自身が地域を誇りに

思えるまちづくりを行ってきた二戸市。

地域の魅力を伝える〝エコツーリズム″

によるまちづくりや、 雑穀を使ったブラ

ンド商品の開発など、 市長三代に渡

って取り組んできた 24 年の軌跡。
地域の誇りを次世代へつなげるまちづくりの参考書と

しておすすめです。

きょうはこまったさんのおたんじょう日。

はやく店をしめようとおもったら、花た

ばのちゅうもんが。なかなかとりにやっ

てこないので、お店でまっているとつぎ

つぎと不思議なことがおこります。チュ

ーリップの花たばとおいしいシチュー、

スキーですべって小人になって？！

　『こまったさんのシチュー』
　　　　　　　　　寺村　輝夫／作　岡本　颯子／絵　あかね書房／刊

   小学校
　低学年～

こまったさんのおたんじょう日はどうなるでしょうか？

ひ

　　　　　　みせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな

　　　　　　　ふしぎ　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　こびと　　　　　　　　　　　　

どうして雪が降るの？雪の結晶には

どんな形があるの？など、冬になると

気になるギモンを調べてみよう！第1

章では「雪のひみつ」、第2章では「氷

のひみつ」、第3章では「雪や氷のな

かまのひみつ」について写真とわかり

やすい文章で書かれています。

雪と氷のなぜ？どうして？がわかる一冊です。

『雪と氷の大研究』　
　　　　　　　　片平　孝／著　神田　健三／監修　ＰＨＰ研究所／刊

　　　　　　　ゆき　　　ふ　　　　　　　　　　　　けっしょう

   小学校
　中学年～

　　　　　かたち　　　　　　　　　　　　　　　　 ふゆ

  き　　　　　　　　　　　　　　　しら　　　　　　　　　　　　  だい

しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   こおり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃしん

　　　　　　ぶんしょう　　  か

いっさつ

中高生

高校受験を前に、 さみしい大人に

なりたくない美鈴とバカな大人にな

りたくない達彦、 そして自分はどん

な大人になりたいのかを悩む樹。

父親の仕事、 母親からの期待…。

かかえる悩みは多くも、 等身大の

自分と向き合いもがきながら前進

していく。
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