
⭐⭐これからのナイトライブラリー⭐⭐ 
 

⭐9/25  CD コンサート「映画音楽で世界一周」	
⭐10/30 「二つの名取を知っていますか？」 

  ゲスト 二つの名取を結ぶ会代表 大橋信彦 氏 

⭐11/27 （調整中） 

⭐12/18 レコードコンサート 

 「ベートヴェン生誕 250 周年特集」 
 

＊時間 19:30〜20:30  会場 カフェコーナー 

定員 40 名 参加費 無料 申込み 図書館へ 

 

 

⭐⭐7月・8 月のナイトライブラリー⭐⭐ 
 

⭐7/31 ドキュメンタリー映画「Hatsumi」上映 

     監督 日系 4 世カナダ人 クリス ホープ 

予定していた「Hello Canada!!」は、講師の都合によ

り急遽、映画上映に変更になりました。震災後、日系カナ

ダ人 3,4 世の方々が図書館を訪問された際に監督さんから

直接寄贈された DVD を館長さんが大切に温められてきた

ものです。あまり知られてなかった日系カナダ移民の歴史

に直面しました。戦争や危機の中で排除や差別がうまれ、

人間の尊厳が失われていく。排除や差別をうむ人間の判断

や行動の在り方を改めて考えさせられました。コロナ禍に

おいてもそうです。アメリカでの人種差別も過去のことで

はなかったことに胸が痛みます。いつの時代でもどこでも

あり得ることなのだと。自分の在り方が問われました。 

またの機会に上映される際には、皆様にも是非みて頂き

たいです。 

⭐8/28「歴史の中の光化学」   

ゲスト 仙台高等専門学校校長 福村 裕史 氏 

 苦手な化学ですが、生活に密着している分野です。 

お話の中に、著名な文学者たちが、化学を意識していたこ

とにも触れられ、化学への距離が縮まりました。また、太

陽光は、環境問題にも通じ興味深いお話でした。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

村岡恵理さん講演会 
～村岡花子と『赤毛のアン』～ 

〈講師プロフィール〉                

村岡恵理（むらおかえり）1967 年生まれ、作家。   

翻訳家・村岡花子の孫。大学卒業後、雑誌の記者として活

動。1991 年から花子の書斎を「赤毛のアン記念館・村岡

花子文庫」として公開。姉・村岡美枝 と共に資料、蔵書 

管理、研究に従事する。2015 年、花子の資料と蔵書を東

洋英和女学院に寄贈。また、日本とカナダの友好関係促進 

にも努めている。東日本大震災後、姉・村岡美枝らと共に 

チャリティ プロジェクト「赤毛のアン募金」を立ち上げ、

名取市でも被災した子供たちのために寄付をいただいた。  

主な著書                      

『アンのゆりかご～村岡花子の生涯～』2008 年 マガジ

ンハウス（2014 年 NHK 連続テレビ小説「花子とアン」 

の原作）                      

『アンを抱きしめて』2014 年 NHK 出版                   

『ラストダンスは私に 岩谷時子物語』2019 年 光文社 

この講演会は「令和２年度名取市協働提案入門コース採択事業」として行われます。 

11 月7 日（土） 午後 2 時～3 時 30 分 

増田公民館 ホール （名取駅前北棟 4 階） 

100 名 
図書館のカウンター、または電話で 

日 時 

会 場 

定 員 

申込方法 

お問合せ先 名取市図書館 TEL 022-382-5437   

（開場 午後 1 時 30 分） 

☆新型コロナウィルス感染防止
対策について☆ 
・マスクを必ず着用してください。 
・入口で手指の消毒をしてから入
場してください。 

・発熱や風邪のような症状がある
など、体調が悪い方は参加でき
ません。 

・会場は、十分な換気を行ってい
ます。 

・状況によっては、中止になる場
合もあります。 

主催:名取市図書館友の会・なとと / 名取市 

★新型コロナの感染状況によっては、講師はリモート出演となります。 

★参加者全員にお楽しみプレゼントを用意しています。 

（１０月１日から受付開始） 

参加無料 

「名取市図書館友の会・なとと」とは・・・                                              
名取市図書館を核とした名取市の教育と文化の発展への貢献を目的として、『名取市図書館をより充実したものとして
いく活動』 『名取市図書館を楽しむための活動』 『名取市図書館を援け、支えるための活動』を行っている団体です。 

名取市図書館友の会 
          

 
 
 
 

コロナ禍の中で 
 

 早く収束を願っていた新型コロナウィルスですが、今でもまだまだ感染が収まりません。誰もが影響を受

けながら、これまでと違った生活を送り、半年が過ぎました。「なとと」も計画の変更等もありますが、状

況をみながらできることから行っています。不安や緊張の日々ですが、こんな時だからこそ人との繋がりを

大切にし、図書館と共に歩んでいる現状です。 
 
「なとと」主催講演会のお知らせ 

 
 ＊村岡花子さんのお孫さん＊ 

村岡恵理さん講演会 
 〜村岡花子と『赤毛のアン』〜 
   
日 時 11 月 7 日（土） 

14:00〜15:30 
会 場 増田公民館 ホール 
定 員 100 名  
参加費 無料 
申込み 図書館 
 

＊新型コロナの感染状況によっては、 
 オンラインで開催し、講師はリモー 

ト出演となります。 
＊参加者全員にお楽しみプレゼントを 
 用意しています。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第6号  2020.9.25 

連絡先  

事務局 名取市図書館 

022-382-5437 

 

な と と 

図書館まつり 
 
日 時 12 月 5 日（土） 
    10:00〜15:00 
会 場 
📗増田公民館 ホール 

「映画上映会」（午前） 
「ビブリオバトル」（午後） 
 

📙図書館おはなしのへや 
「工作  

リース作り」 
第 1回 10:00〜 
第 2回 11:00〜 
第 3回 13:00〜 
第 4回 14:00〜 
＊定員各回 10 名（先着順） 
 

＊＊今回は、コロナ感染防止対策のた

め「ブックリサイクル」を行いません。 

変更・中止のお知らせ 
・「としょかん子どもまつり」は、中止にな

ります。 
・「保健センターで赤ちゃん絵本ガイドブッ

クの配布」ボランティアは、保健センター
で、「7ヶ月児相談」を見合わせているた
め、今年度の活動は、中止しています。 

・「ミニミニおはなしタイム」は中止してい
ます。 

・「布絵本・はなもも」は、活動会場を増田
公民館に移して行っています。 



 
 

♪「なとと」情報は、図書館２階の東側、CD・DVD コーナー、児童カウンター奥の「なとと」専用の掲示板

にあります。または、名取市図書館ホームページをご覧下さい。 

♪「なとと通信」は、「なとと」掲示板、図書館ボランティア室、各公民館に配置してあります。 

♪総会資料をお持ちでない方は、事務局（図書館）にありますので、申し出て下さい。 

♪今年度の会費（年 1000円）未納の方は、お手数おかけしますが、事務局（図書館）へ納入して下さい。 

♪『村岡恵理さん講演会』は、名取市からの補助事業です。10万円頂きました！世話人の大野さんと島貫さ

んの奮闘により実現しました！（事業名；名取市協働提案事業入門コース：担当＝市民協働課） 

いつもきれいなお花が 
図書館の 2・3階のトイレの洗面台
に飾られているお花。 
私たちを和ませてくれるステキな空
間を作ってくださってるのは、会員の
三塚玲子さんです。 

いつもありがとうございます。 

「病気の魔女と薬の魔女」 
岡田晴恵：著 
Gakken 

♪わたしからあなたへ♪ 

本 の バ ト ン  no. 1          
 

今回から始まった新コーナーです。こんな時だから「人」と「本」がもっと身近に感じられるようにと企画

しました。人から人へとリレー形式をとりながら本を紹介するコーナーです。「人」と「本」の輪がどんどん広

がり、長く続いていくことを目指しています。あなたの「本」も是非ご紹介してください。 
 

              「私の推薦図書」     

      増田 祐子 

最近『岡田晴恵』さんという方を良く TV でお見かけします。感染免疫学、ワクチン 

学、ウィルス学等がご専門の医学博士です。 

その方の作品で「病気の魔女と薬の魔女」は児童書です。シリーズで、今は４冊刊行 

されています。私はその中の「ローズと魔法の薬」を読みました。病気を流行させる魔 

女とそれを治そうとする魔女の戦いです。 

この本を読んでみると、人はそれぞれ違った考えを持っていること。諦めないで、努 

力を続けると何事も解決出来ること、が解りました。自分の目で見て、自分で考える事 

の大切さが読み取れました。Gakken から出版されています。                      

 
                   
 

 
図書館からのお願い 

  
8 月末に、トイレの便器のふたが壊されたり、濡らしたトイ 

レットペーパーを壁や天井に投げつけられるということがあり 

ました。また、最近では、紙ファイルをトイレに流して詰まら 

せるということも起きています。トイレは、奥まったところに 

あるので、職員の目もなかなか届きません。 

そこで、皆さんに、お願いがあります。本を借りに来た時、 

ボランティアに来た時など、エプロンやボランティアの名札を 

付けて、館内を巡回していただけないでしょうか。名札などを 

付けた人があちこちにいるだけで、いたずらをする人たちには 

抑止効果があると思います。 

名付けて「図書館見回り隊」。 

ご協力をどうぞよろしくお願いします。 

 

 
 

「書架整理・返本」ボランティア募集中 

書架の整理や返却本の戻しをして下さるボランティアさんを募

集しています。エプロンを着用してるので「図書館見回り隊」も兼

ねることができ、大変助かります。 連絡先：事務局(図書館) 


