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おでかけには、天気予報はかかせません。天気予報
を支えるのは気象観測。夏は、気象観測をめぐる
ドラマが繰り広げられてきた季節なのです。
天気予報の先駆者
正確な天気予報には、高層観測が
必要である、と民間人の野中到が
富士山頂に私設観測所を作った
のが、1895 年 8 月 30 日です。
新田次郎の小説『芙蓉の人』には
野中夫妻が描かれています。
新田次郎著「芙蓉の人」新装版
（文藝春秋社, 2014 年刊）

日本一高いところから

大きな被害を日本に与える台風、これを
観測するため、より広い地域を見渡せる富士山の
頂上に気象レーダーが設置されました。
完成し、試験運用を開始したのは 1964 年 9 月、
正式運用は翌年３月からでした。新田次郎の小説
『富士山頂』に、この建設の様子が描かれています。
そして宇宙へ

1977 年 7 月に打ち上げられた
気象観測衛星「ひまわり」により、
宇宙からの台風観測が主力となり、
富士山頂レーダーは 1999 年 11 月
にその役割を終えました。
今 は富士山レーダード ー ム 館 で
その姿を見ることができます。

一句、ひねって
みましょうか
～8 月 25 日は川柳発祥の日
前句附という遊びがあります。
短歌の下の句をお題（前句）として
出し、答えとして上の句（附句）を
考えるものです。
元は連歌の練習でしたが、次第に
興業（万句合興業）として行われる
ようになりました。特に柄井川柳に
よって編纂された附句は前句が
省かれ、
「川柳」と呼ばれました。

「金見せる客に
貰うたためし無し」
（前句は「ほんの事なり ほんの事なり」
）
『日本古典文学全集．46
『日本古典文学全集．46』
46』
（小学館、1971
（小学館、1971 年刊）より

柄井川柳が川柳風の万句合興業を
始めたのが 1757(宝暦 7)年旧暦 8 月
25 日でした。以来、川柳は人々に愛好
されています。

「天災は 忘れた頃に
やってくる」
寺田寅彦が作ったといわれている川柳調の警句です。
著作集の中にはありませんが、中谷宇吉郎は随筆『天災は
忘れた頃来る』で「先生がペンを使わないで
」と言って
書かれた文字であるともいえる。
います。
池内了編「ＫＡＷＡＤＥ道の手帖.
寺田寅彦 」（河出書房新社, 2011 年刊）

さて、寺田は高名な物理学者でしたが、多くの随筆を
残し、夏目漱石が主宰した俳句結社の設立メンバーの一人
でもありました。寺田は晩年に、下のような狂歌を作って
います。まさに「俳諧」ですね。

「好きなもの 苺 珈琲 花 美人 懐手して宇宙見物」

この本もおすすめです！

吉沢 久子/著
『あの頃のこと 吉沢久子、
27 歳。戦時下の日記』 （清流出版）

美甘 章子/著
『8 時 15 分 ヒロシマで
生きぬいて許す心』
（講談社エディトリアル）

～ 戦時下の日常生活 ～
人気家事評論家の吉沢久子
さん。彼女の若かりし頃の日記
です。当時は、空襲警報が鳴る
ことが生活の一部だった東京で、
どのような毎日を送ったのかが、日々書き留めた
日記に綴られています。
今でこそ人気の評論家さんでも、当時は多くの
若い女性の一人でした。その「ごく普通の女性の
日常＝安全はない日常」が、昭和十九年十一月
一日から昭和二十年八月二十一日まで記録されて
います。とても読みやすい本なので、是非手にとって
みてください。

作者の美甘さんは、
ご両親とも被爆者です。
この本は、父親の被爆
体験を記したものです。
文字の上にも、読み進めるのが躊躇われる
場面が広がり、厳しい内容が書かれていますが、
美甘さんの父親は、まさにその中を生きぬいて
きました。幾多の腹立たしいことを乗り越えて、
人を愛することの尊さを語ってくれている
作品です。

他にこんな本もあります！
『『『『聞聞聞聞きききき書書書書きききき

戦後七十年

水内 喜久雄/編著
『子どもたちに伝えたい
戦争と平和の詩 100』 （たんぽぽ出版）

流山にも爆弾がががが落落落落ちた』』』』

1904 年～2010 年に発表された 100 詩が
編集された本です。教科書で学んだことの
ある詩や、曲の歌詞になっている詩もあり
ます。

流山で生まれ育った七名の方が語った、
戦争にまつわるお話。それを形にしたのが
この本です。70 年前の流山、そこで暮らした
人のことを知りましょう。
流山 女性聞き書きの会みらい/聞き手・発行
『聞き書き 戦後七十年
流山にも爆弾が落ちた』
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●「〝一夜貸し〟って何？」
参考資料をはじめ、行政資料や郷土資料は、通常館内で閲覧いただくのみです。しかし、どうしても借りたいというお客様の
為に「一夜貸し」の制度があります。これは、図書館の閉館直前に貸出を受け、翌開館直後にお返しいただくものです。館内利用
したいお客様のご迷惑にならないよう、図書館の閉館時間帯のみで特別に貸出を行います。一部対象外の資料があり、他館からの
取寄せは対応していませんので、ご了承ください。ご希望のお客様は、カウンタースタッフへお申し出ください。
●「〝レファレンスサービス〟とは、どんなサービス？」
〝レファレンス〟は英語。参考・参照という意味です。図書館のレファレンスサービスとは、図書館スタッフが「調べものや
探しものの、お手伝いします」ということです。回答を出すのではありません
回答を出すのではありません。答えはお客様ご自身が出すものです。しかし、
回答を出すのではありません
参考となる資料、オススメの資料、関連する資料などを見繕ってご案内することはできます。レファレンスは、カウンターや電話
や文書で受付けています。お気軽にお申し出くださいませ。図書館には、限られた台数ですがインターネットに接続された情報
検索用パソコンも設置されているので、ご自分でお調べいただくことも可能です。こちらもご利用ください。
●「コピーサービスについて」
著作権法で認められている範囲内で、お一人様１部のみコピーすることができます。料金は、白黒１枚１０円、カラー１枚
５０円の実費
実費です。申込用紙がありますので、必要事項をご記入後、カウンターにお申し出ください。
実費
『ゼンリン住宅地図』は、取り扱いが特殊ですので、ご希望のお客様はスタッフにお尋ねください。また、著作権法に則り、
ゼンリン住宅地図』は、取り扱いが特殊
コピーできるものは図書館資料に限ります。私物のコピーは対応していませんので、お気をつけくださいませ。
コピーできるものは図書館資料に限ります

夏にピッタリ！おばけのお話会

あつ～
あつ～い夏に、こわーいおはなしを聞
こわーいおはなしを聞いて、
いて、ひんやりしませんか？
ひんやりしませんか？
おはなしの後
おはなしの後には、
には、みんなで「
みんなで「おばけ」
おばけ」になろう！
になろう！君はどんな
おばけになりたい？
おばけになりたい？（工作があります
工作があります）
があります）

きてね～

開催日時：
開催日時：８月５日（水）１０時
１０時３０分
３０分～１１時
１１時３０分
３０分
場所：
和室（
場所
：東部公民館 第１・第２和室
（２ 階）
対象：
参加費：
：無料
対象：小学生程度（
小学生程度（幼児でも
幼児でも可
でも可）２０人
２０人
参加費
受付開始日：
２２日
１０時
ＴＥＬ、来館
来館にて
受付開始日
：７月２２
日（水）１０
時から 木の図書館ＴＥＬ、
図書館ＴＥＬ、
来館にて

つぎ、なにをよむ？１・２年生
つぎ、なにをよむ？１・２年生
秋山 朋恵 偕成社
何をよもうか、まよっているキミへ
３・４、５・６年生向けもあるよ！

黒い島のひみつ
エルジェ／作 川口 恵子／訳
福音館書店
タンタンといっしょに
ぼうけんの旅へ！！

ライオンと魔女
Ｃ．Ｓ．ルイス／作
ルイス／作 岩波書店
Ｃ．Ｓ．
ナルニア国ものがたり、
一気によんでみない？

宿題、はやく
おわらせよう！
おわらせよう！

自由工作や自由研究、読書感想文課題図書は、
ご利用になる方が毎年多くいらっしゃいます。
期間中、確実に届きますよう、早期のご予約をオススメしております！

これからの木の図書館

連絡先
木の図書館
電話：
電話：0404-71457145-8000

教養講座

かぶきを楽しもう
地元出身の歌舞伎役者を講師に招き、
「歌舞伎役者になるには？」
「かぶきの魅力」
といったテーマでお話をしていただきます。

日時：8
日時：8 月 22 日（土）13
日（土）13 時～14
時～14 時 30 分
場所：流山市おおたかの森センター ホール
対象：小学 5 年生以上 100 名 参加費：無料
8 月 2 日（日）10 時から受付（木の図書館または、
おおたかの森センターへ電話、来館にて）

開館日変更のお知らせ
２０１５年の
７月２０日※～８月３１日は
試験的に月曜日も開館致します。
月曜日の開館時間は
９時３０分～１７時です。
※７月２０日（月）は祝日開館、
７月２１日（火）は月曜日の振替日
として１７時までの開館です。

郷土へのいざない
郷土
へのいざない

vol.12

～千葉のむかしばなし
千葉のむかしばなし～
のむかしばなし～
千葉は昔、安房、上総、下総の国といわれていました。豊かな海の幸と山の幸に恵まれ、平野は
みのり豊かなところでした。そこでは、古くから人、家、村があり、暮らしがあり、数多くの
昔ばなしが語り継がれてきました。
む かし ばなし と 聞 く と、ほ んわ かし た イメー ジを 思い 浮か べます 。
寒い寒い夜、いろりばたで、ばあさまの「むかし、むかし」を聞く
孫たちの嬉しそうな顔。田植え時のたんぼから、ケロケロ、コロコロと、
かえるの合唱が聞こえてくる夜、じいさまが語る「ざっと、むかし」の
動物たち。おぼんのむかえ火をたいて、仏様に香をあげた夜は、こわい、
こわい、ゆうれいの話をしてもらったはよいが、ふとんの中にはいっても、
海鳴りの音がこわくて、なかなかねむれない孫たち。夜になると、
ろばたをかこんで、こどもたちに語る昔話に花が咲いたことでしょう。
今ではそのような風景はなくなってしまい、テレビアニメ、ＤＶＤ、子ども向け絵本などで目に
するようになりました。木の図書館の２階視聴覚コーナーには『語り継ごう 千葉の民話集』
（千葉県、2010 年刊）というＣＤがあります。

木の図書館カレンダー
開館時間
火曜日～土曜日：

9 時 30 分～20 時

