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名都借の木
今年の読書週間標語は『いざ、読書』です。この標語の作者は、
迷いながら一冊の本を選び、満を持して１ページ目を開く意気込みを
表現しています。また、ポスターの作者は、いつなんどき読書の時が
訪れるかもしれない、と言っています。
あなたの『いざ、読書』はどのようなときに訪れるでしょうか？

急な冠婚葬祭、あなたはマナーを憶えていますか？
法律や税金、各種手続きも突然必要になることがあり
ます。このようなときに役立つ本は主に請求記号
「３２０」～「３９０」番台にあります。
お探しの際はスタッフがお手伝い
いたします。
実用書でも著者の思いを書いて
いたり、各分野のエッセーも
ありますので、いざというときは
調べもののついでに、読書もどうぞ。

「いざ鎌倉」という言葉は、作品中には
使われてはいませんが、謡曲「鉢木」が
出典だといわれています。
上野国佐野の住人、佐野源左衛門常世は
ある雪の夜、旅の僧を泊めます。粟の飯を
ふるまい、松竹梅の鉢の木を切ってたきぎ
にし、落ちぶれた身の上を僧に語ります。
しかし、いつでも「いざ鎌倉」の心持で
あることも語るのです。

井垣利英監修「しぐさのマナーと
コツ」（学習研究社、2006 年）

…鎌倉に御大事あらば、
ちぎれたりともこの具足取つて
投げかけ、錆びたりとも長刀を
興味を持ったスポーツやゲームにチャレンジしたい。

持ち、痩せたりともあの馬に乗り、
一番に馳せ参じ…

選手たちはどのような気持ちで試合に臨むのか知りたい。
そんなときは、請求記号「７００」番台の本をご覧下さい。 この僧こそ、先の執権北条時頼でした。
野球やサッカー、登山に自転車などの 時頼が民の窮状を救うために諸国を巡った
「吾妻鏡」や
スポーツや、囲碁、将棋、マージャン ことは、
「太平記」
「増鏡」に
などのゲームの本と一緒に、選手の
書かれています。
エッセーなどがあります。
「鉢木」は能らしく
不意に訪れる「おもしろい」と思う な い 人 情 話 で あ り 、
気持ち。それを育てるお手伝いを 時 頼 の 廻 国 伝 説 と
図書館がいたします。
あいまって人気のある
物語です。
ピストリウス著「オスカー・ピストリウス
自伝」（白水社、2012 年）

佐々木馨著「執権時頼と廻国伝説」
（吉川弘文館、1997 年）

小川 真/著
『きのこの自然誌』 （築地書館）

この本もおすすめです！

～ きのこの言いたいこと ～
どの道でも、文章の上手な
その道の研究者もしくは探求者が
書いたエッセーは、私たちの
興味を引き出し、新たな世界へと
いざなってくれます。
この本は、視力がよくないのに奇妙なきのこを
見つけてくる石塚君の話や、空腹のあまり笑いきのこ
らしきものを食べてしまった『今昔物語』の尼さんの話
などから、きのこの不思議な生態をひもといてくれます。
森の中で、木の根の様子や土の性質が変わると
た ち ど こ ろ に き のこ の景 色 も 変 わ る そ う で す。 言 い
換えればきのこは、私たちの普段目にふれない世界
からのメッセージを静かに届けてくれているのです。

新井 文彦/写真
白水 貴/監修
『毒きのこ 世にもかわいい
危険な生きもの』（幻冬舎）

堀 博美/文
桝井 亮/写真
吹春 俊光/監修
『ときめくきのこ図鑑』
（山と渓谷社）

他にこんな本もあります！
草でも花でもないのにどこかひかれる
きのこのかわいらしさと、大人のような
子どものような少女のイラストの不思議な
図鑑です。２０１２年に刊行された『少女系
きのこ図鑑』(DU BOOKS)のヒットに続く、
第２弾です

きのこに興味をもたれた方、是非この本で、
｢きのこの世界｣を知ってください。豊富な
写真とわかりやすい文章で、大人も子どもも
大満足できそうなきのこの入門書です。
保坂 健太郎/著
『子供の科学★サイエンスブックス
きのこの不思議 きのこの生態・進化
・生きる環境』(誠文堂新光社)

玉木 えみ/著 飯沢 耕太郎/監修
『増殖・少女系きのこ図鑑』 （DU BOOKS）

vol.10
ol.10
●「もっと手軽に本を予約したい！
「もっと手軽に本を予約したい！ ～パスワードの使いかた～」
どなたでも、館内のＯＰＡＣで資料を検索することができます。検索の結果から、予約したい資料の
「資料情報票」を出力することで、予約カードの一部項目のご記入が不要となります。
また、パスワードを登録すると、ご自宅のインターネットや館内のＯＰＡＣからご自身で直接予約手続きを
することができます。 ＊流山市に所蔵がある資料のみ。未所蔵の本は予約カードをご利用ください。
（図書館に来館しなくても、電話でのご予約も承りますので、お気軽にお問い合わせください。）
パスワード発行
パスワード発行について
発行について
対象：小学生以上の、①流山市内にお住まいの方 ②市内の学校に通っている方 ③市内にお勤めの方
申込：「住所が確認できるもの」と②③の方は「学校、お勤め先が証明できるもの」をお持ちいただき、
申込用紙にご記入のうえ、各図書館のカウンターまでお越ください。その場ですぐに発行いたします。
できること：貸出中の資料の延長、資料の予約
＊メールアドレスをご登録いただくことで、予約資料の連絡にメールがご利用いただけます。

こまったさんのシチュー

はじめてのクッキング！３

おはなしりょうりきょうしつ１０
寺村 輝夫／作 （あかね書房）

ぐつぐつコトコトにる料理
（小峰書店）

ばばばあちゃんの
やきいもたいかい
さとう わきこ／著 （福音館書店）

１０月
１０月 ハロウィン工作『
ハロウィン工作『変身道具をつくろう』
変身道具をつくろう』
今年はカチューシャタイプの
今年はカチューシャタイプの変身道具を作ります
カチューシャタイプの変身道具を作ります！
変身道具を作ります！

１１月
１１月 クリスマス工作『
クリスマス工作『ゆらゆらツリー』
ゆらゆらツリー』
ゆらゆらゆれる、クリスマスツリー
ゆらゆらゆれる、クリスマスツリー型
、クリスマスツリー型のオーナメントを
オーナメントを作ろう♪

１２月
１２月 クリスマスおはなし会スペシャル
いつものおはなし会とはちがう、トクベツなおはなし会
いつものおはなし会とはちがう、トクベツなおはなし会!!
、トクベツなおはなし会!!

みなさまのご参加、おまちして
みなさまのご参加、おまちしており
ご参加、おまちしております
おります
＊詳細は、広報
詳細は、広報や
広報や、館内ポスター、ホームページ
館内ポスター、ホームページなどを
ポスター、ホームページなどをご確認ください
などをご確認ください。
ご確認ください。

これからの木の図書館
教養講座

連絡先
木の図書館
電話：
電話：0404-71457145-8000

教養講座

木流亭落語会

流山出身の落語家を招き、落語初心者の方でも
分かりやすいお噺を披露していただきます。
落語絵本の読み聞かせも行います。

講師：Kae
講師：Kae Wada 氏（chestnut221
（chestnut221 主宰）
主宰）
日時：
日時：11 月 12 日(土)13 時 30 分～14 時 30 分
場所：
木戸銭：500
場所：東部公民館
木戸銭：500 円
定員：
定員：40 名 10 月 2 日（日）10 時から

日時：12
日時：12 月 18 日（日
日（日） 1４時～1
時～1６時
場所：流山市おおたかの森センター
定員：中学生以上 1０名 初心者向けにプリザーブド
フラワーを使って、リースの
アレンジメントを行います。

木の図書館にて受付（電話、来館にて） 11 月 12 日（土）10 時から木の図書館にて電話受付

郷土へのいざな
郷土 へのいざない
へのいざな い

vol. 10
～ながれやまのことはじめ「
ながれやまのことはじめ「郵便局」～
郵便局」～
明治 4 年(1871 年)、交通運輸の事務をしていた前島密（ひそか）を「駅逓司（えきていし）
」
として、全国に郵便局ができました。明治 18 年（1885 年）に新設された逓信省の「て」を
デザイン化して郵便の「〒」マークが制定されたのは、明治 20 年（1887 年）2 月です。
郵便局は、初めは「駅てい局」と言い、人々の間では「エキテ局」と呼ばれました。流山では、
明治 5 年(1872 年)に加村（かむら）に作られ、初代郵便局長は秋元三左衛門で、郵便配達人
第 1 号は後に秋元本家の台所番頭となる増山健次でした。
配達人は毎日松戸まで大きなズックの行のう(こうのう)を長い天秤棒に
縛りつけ、それを肩に担いで往復していました。昼過ぎには戻ってきて、
午後に配達に廻っていたとか。当時は、道路も悪く、誰がどこに住んで
いるかもよくわからない時代なので、配達人は一苦労。その上、信書
目当ての強盗もいたので、短銃やラッパを持って野山を駆け巡っていた
そうです。その後、流山松戸間にガタ馬車が運行されると、郵便もこの
ぎょ車台に乗せられるようになりました。
当時の郵便局では、子どもたちが「切手貯金」をしていました。貯金台紙をもらい、そこに
二銭の郵便切手を購入して貼っていきます。十枚貼り終えると「金二十銭」と通帳に書き入れて
くれます。郵便局は毎日こどもたちが通ってくる、にぎやかな場所だったそうです。
～参考図書～

・「楽しい東葛事始め事典」「楽しい東葛歳時記辞典」流山市立博物館友の会編集 崙書房出版
・広辞苑 第六版
・「流山を愛す」流山を考える会発行

木の図書館カレンダー
休館日 月曜日(祝日の場合は火曜日),
月末日(土,日,祝日を除く)
年末年始（12 月 29 日～1 月 4 日）

開館時間

火曜日～土曜日: 11 月まで ９時３０分～２０時
12 月から ９時３０分～１９時
９時３０分～１７時
※12 月 28 日は北部分館が休館となります。

