図書館 だより

蔵書点検のための休館のお知らせ 【休館期間】２月11日㈪～２月18日㈪
この期間中、市内 4 館全てを蔵書点検のため休館させていただきます。休
館中の本の返却は、各館備え付けの返却ポストをご利用ください。皆さまには
ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

図書館まつりのご報告

さまざまなイベントを準備
しています。詳細は、図書
館ホームページやポスター
をご覧ください。

『中学生によるビブリオバトル』
チャンプ本決定
『ばけもの好む中将』
瀬川 貴次/著
バトラー：濵田大空さん
（鵜戸中学校３年）
『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』
汐見 夏衛/著
バトラー：松岡 美桜子さん
（南郷中学校２年）
ふ よう
た て

け

一般書

まつ い

松井 今朝子 著

日南市立図書館の
ホームページ

開館時間

平日…9時～ 18時
土・日・祝…9時～ 17時
休館日／月曜日・第３日曜日、
年末年始・特別整理期間

休館日 ２月
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休館中の本の返却は、各館備え
付けの返却口へ投函してください。
その際、無理に押し込むなど本が
傷む行為はご遠慮ください。

児童書
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新井 洋行 作

パフェをつくろう！

《チキンラーメンの女房》
（内容紹介）
NHK 連続テレビ小説「まんぷく」のヒロインの
モデルとなった安藤仁子。何度どん底を経験し
ても明るく生きる彼女の波乱万丈の人生とはー。

き ご どう

なつ い

夏井 いつき 著

にょうぼう

あんどうももふくはつめい き ねんかん

チキンラーメンの女房

安藤百福発明記念館 編

髙﨑恵先生による 絵本づくりワークショップ

芙蓉の干城

第二部

夏井いつきの

『裁判長！ここは懲役４年でどうすか』北尾 トロ / 著
バトラー：吉田 竜翔さん
（細田中学校３年）

季語道場

第一部

市立図書館 本館 ☎（25）
0158
まなびピア図書館 ☎（22）
5666
北 郷 図 書 館 ☎（55）
2469
南 郷 図 書 館 ☎（64）
0924

健康にちなん21

水彩画を描きました。

私は、美術館や博物館を巡るのが大好きで、作品
を眺めているとウットリしてとても癒されます。美
しいもので感動する心は持ち合わせていても、見る
のと作るのは大違い。憧れはあっても、描くのは「到
底無理」
「敷居が高い」と思い続けていた絵画教室。
勇気を出して、同会の代表者に電話をかけ「私は、とっ
ても絵が下手で、中学生以来絵筆は握っていません
が、こんな私でも参加できますか」と尋ねると、
「会
員も募集中なので大歓迎！」と快い返事。そこで、今
回は絵描き体験に決定。
紅葉真っ只中の青井岳へ行き、会員それぞれが気
に入る構図を探しウロウロ。指で四角形を作って風
景を切り取り、描く場所が決まりました。
何と言ってもど素人の私。同会の去川先生に指導
を仰ぐと、先生はサラサラサラ～っと５分足らずで
見本の下絵を完成。先生いわく「下手な人は下書き
に時間を掛けるけど、葉っぱを一枚一枚描くのでは
なく、地図のように色を塗るラインだけ大まかに描
けばいいからね」とのこと。見よう見まねで私も挑戦。
教えどおり、あっという間に下絵が完成。
さて、問題は色塗りです。パレットに広げる絵の
具は、使う色だけではなく、全色を大胆にたっぷり
と。単色では塗らずに、木の幹を塗るにも５色ほど
混ぜ合わせて、多彩な色を作り上げます。また、透

明水彩画では白い絵の具は使いません。薄い色で塗
りたい時は、白を混ぜずにたっぷりの水でのばしま
す。白く残したいなら塗らなければオッケー。
指導してもらいつつ夢中で色塗りを進め、３時間
ほどで完成すると「なかなかの出来だ」と自己満足。
作品を披露し合うと、皆さんとても上手で、私だけ
小学生のような絵で恥ずかしかったですが、とても
楽しく充実した体験となりました。
絵が下手な私でも大丈夫でしたので、ぜひ、気軽
に挑戦してみてくださいね。同会は和気あいあいと
し、皆さん、教室の日が待ち遠しいそうです。

●問い合わせ
水彩画自主教室
「らくがきの会」
（代表：渡辺） ☎
（25）
0351
【教室開催日】 毎月第２・４木曜日
※会員を募集中です。
興味のある方はご連絡ください。

※
「新」
は、
シンガポールの漢字表記の略称です。

イージン

インフルエンザの流行期です

の

新日ライフ

～みんなで予防しましょう～

※

もし発症してしまったら…
自分の
ために

適切な治療を受
け、しっかり休養
しましょう。

他人の
ために

健康増進課

症状が落ち着いたようでも、しばら
くは体内にウイルスが残っているので、
熱が下がってから２日間は自宅療養が
必要です。無理せずゆっくり休むこと
は、感染拡大防止にもつながります。
●問い合わせ 健康増進課
地域健康づくり係 ☎︎
（31）
1129

シンガポールの
「アオノドハチクイ」
と
「カワウソ」

マスクを着用する
など、うつさない
よう十分に配慮
しましょう。
河野 副主幹

インフルエンザは、例年１月下旬から
２月上旬に流行のピークを迎え、３月ご
ろまで続きます。呼吸器の症状（咳や喉の
痛みなど）だけでなく、高熱や頭痛、関節
痛、筋肉痛、全身のだるさなどが比較的
急速に現れるのが特徴ですが、まったく
症状の無い例や、本人も周囲も気付かな
い程度の軽症例も少なくありません。
インフルエンザウイルスは感染力が非
常に強いので、流行しだすと一気に感染
者が増加します。
「流行期は人混みを避け
る」
「外出後は手洗いとうがいを徹底する」
など、ウイルスを体内に入れないことが
大切です。

市内のさまざまな“活動”を紹
介するコーナーです。あなた
も活動体験してみませんか？

絵画教室「らくがきの会」で

http://nichinan.milib.jp/toshow/index.asp

11 月 17 日㈯、まなびピアで「日南市立図書館まつり」
を開催し、各イベントの総参加者数は延べ 940 人でした。
たくさんのご来場、ご参加ありがとうございました。

男女共同参画×図書館 コラボ企画

ワクワク 体 験 したいけん

カワウソ

アオノ
ドハチ
クイ

シンガポールの動物たち
シンガポールは大都会ですが、実はたくさんの動物
が生息していることを知っていますか？
以前の私は、シンガポールには鳥類が少なく、ほと
んどが茶や黒、白などの地味な色の鳥しかいないと思っ
ていました。しかし、姉から野鳥観察に誘われ公園に連
れて行ってもらってからは、色鮮やかな鳥がたくさん生
息していると気付くことができました。
また、シンガポールを「Concrete Jungle（ビルの林
立する都会）
」から「City in a Garden（緑の中にある都
会）
」に改善させた政府の取り組みのおかげで、1970年
代に消え去ったと思われたカワウソが戻ってきて、時々
商業地区で発見されることもあります。カワウソたちは、
早くもシンガポールの新しいマスコットとしてかわいが
られるようになり、
環境保護主義者からは、
「都会の緑化」
の効果を表す好事例として取り上げられています。

