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２０１７年の夏、いろいろなイベントへ参加したり、
海や山へ出かけたり、遠くへ旅行したり、みなさんは
どのようにお過ごしになりますか？
やっぱりライブ！でも行けない方は図書館へどうぞ
近年、音楽イベントが夏に行われることがとても多くなりました。
例えば、野外で行われるロックライブ、野球場などで行われるポップス
コンサートなどがあります。
毎年夏になると、流山市内全域にわたって開催される「流山ジャズ
フェスティバル」は、２０１７年で７回目を数えます。
ライブコンサートは、歌や演奏はもちろん、その場の雰囲気なども
大変魅力的ですね。
第 7 回流山ジャズフェスティバル
2017 のポスター

でも、いろいろな理由でコンサートには参加しづらい、
そんなときは図書館へどうぞ。数は多くありませんが、
・クラシック
クラシック（請求記号は
D1～D
クラシック
D1 D6, D13 など）
・ロック
ロックやポップス
D9,
ロック ポップス（同
ポップス
D9 D12）
D12
・ジャズ
ジャズ（同
D11）
ジャズ
D11
などのＣＤがあります。また、おすすめの音楽やその
背景を解説してくれる本（同 760
760 番台）もあります。
もし棚を見てピンとこなかったら、ＯＰＡＣで検索して
他の館から取り寄せてみてください。
ライブコンサートにはかなわないかもしれませんが、
真夏のひと時を音楽に浸って過ごしてみませんか。

元祖音楽プレーヤー
みなさんは音楽を聴くのに、なにを使いますか。CD の
ほかにも、古いものではカセットテープやレコード、
新しいものだとスマートフォンなどが使われています。
音楽を聴くための機械の祖先「蓄音機」をエジソンが
発明したのが、１４０年前の 1877 年 8 月 12 日だと
いわれています。
この機械は、スズ（錫）箔を巻いた円筒に、音の振動を
溝として刻んで録音し、それをなぞることで再生するもの
でした。
蓄音機が出来たとき、エジソンは「メリーさんの羊」の
詩を口ずさんで録音し、再生したそうです。
参考文献: アメリカ議会図書館ホームページ “History of the
Cylinder Phonograph”
“エジソンと円筒形蓄音機: ワシントン D.C.:1878 年 4 月 18 日”
アメリカ合衆国国立公園局, エジソンナショナルヒストリックサイト所蔵

ジェフリー・アーチャー作
戸田 裕之/訳
『遥かなる未踏峰』 （新潮社）

この本もおすすめです！

～ 地図にない道を行く ～
「百万ドルをとり返せ！」や
「ケインとアベル」の著者、
ジェフリー・アーチャーが、
エベレスト世界初登頂に
挑んだジョージ・マロリーの
一代記を描きます。
「なぜ、エベレストに登るのか？」という問いに
「そこに、エベレストがあるから。」と答えたマロリー。
山との出会いの場面からその才能を発揮します。
やがて、世界最高峰に英国人をという国家事業へと
押し上げられていきます。愛する妻ルースとの往復
書簡に綴 られた 、過 酷 な エベレス ト挑戦の 様 子と
家族への思いが、読後も心に残ります。

田部井 淳子/著
『私には山がある
大きな愛に包まれて』

笹本 稜平/作
『春を背負って』
（文藝
藝春秋）

（ＰＨＰ研究所）

他にこんな本もあります！
最近人気の富士登山。子どもにも体験させて
あげたいという方にオススメします。親の
思いだけで３７７６ｍは登れません。装備の
他にも、親と子の心と体それぞれにどのような
準備が必要か、ノウハウが詰まった本です。

安房・上総・下総地方の四百座あまりの
大小さまざまな山の由来や歴史などが紹介
された、山の事典のような本です。登山
コースも掲載されていますので、一読の
あと山へおもむかれてはいかがですか。

関 良一/著
『子どもと登る はじめての富士山』 (旬報社)

内田 栄一/著

『房総山岳志』
（崙書房出版）
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●そもそも図書館にはどんな資料があるの？
そもそも図書館にはどんな資料があるの？ ～その３～
～その３～
紙の本以外にも、視聴覚資料もあります。館内で視聴もできるので、是非ご利用ください。
③CD・・・
CD・・・3
・・・3 点まで貸出できます。予約は、視聴覚資料すべて合わせて
点まで貸出できます。予約は、視聴覚資料すべて合わせて 5 点までです。
CD があるか調べる時には、【分類】に【D】をいれます。ジャンルごとに調べたいときは、
流山市のホームページに、「視聴覚分類表（PDF）」がありますので、ご参照ください。
④DVD・・・
DVD・・・1
・・・1 点まで貸出できます。
点まで貸出できます。
DVD は、【分類】に【DV】です。CD と同じく、ジャンル表も見てみてください。
そのほか、カセット
カセット・ビデオ
カセット ビデオ・レコード
ビデオ レコードも所蔵しています。少し古いですが、現役です。懐かしい音が
レコード
聞けるかもしれません。
※お願い：視聴覚資料を返す時には、返却ボックスを使わずにカウンターまでお持ちください。
※近隣の市にお住まいのかたは、ご利用に一部制限がございます。ご了承のほど、お願いいたします。
いろいろな資料を活用して、図書館つかいの達人になりましょう！

※くわしくは、館内ポスターや広報、ホームページなどをご覧ください。

７月

レイドスコープづくり
ガラス玉を通してキラキラした世界を楽しめる万華鏡をつくるよ!
ガラス玉を通してキラキラした世界を楽しめる万華鏡をつくるよ!
午前・午後の２回あるので、希望する回を受付の時にいってね

８月

第３回 おばけ集会
ことしは、よるのとしょかんが会場です。
みんなでひんやりすずしくなろう！

９月

ポケットティッシュいれをつくろう
勉強机におくのにピッタリ！
ポケットティッシュいれをつくろう♪

かがくとなかよし

空のひしゃく 北斗七星
E.C.クラップ／文
ロビン・レクター・クラップ／絵
藤田 千枝／訳
（岩波書店）

よむ プラネタリウム
夏の星空案内
野崎 洋子／文
中西 昭雄／写真（アリス館）

パパ、お月さまとって！
エリック＝カール／さく
もり ひさし／やく（偕成社）

楽しい夏休みにするために
夏休みの宿題に関する
図書の貸し出しはお早めに!!

宿題は、はやめに
おわらせちゃおう！

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。
１人でも多く利用できるように、
１人でも多く利用できるように、早期のご予約をオススメしております！
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

8 月 2 日（水）10 時から木の図書館または、おおたかの森センターにて電話受付

郷土へのいざない
郷土へのいざない

vol. 13

～お囃子が街に流れる・・・流山の祭り～
流山の祭りを追いかけて、新鮮に感じたのが、心から楽しくなるようなリズムの
「お囃子」と、ずっと見ていたくなるような「神楽」でした。
青木更吉著「みりんの香る街 流山」
（崙書房出版, 2009 年）には、次のように
書いてあります。
神楽は、丹後から流山に移ってきたそうです。丹後（三郷）の丸一神楽と 2016 年 赤城神社の
言えば流山の人たちにとって馴染みの神楽で、暮になると、流山の家々を 夏祭。お囃子の前で
「ひょっとこ」が
門付けして、獅子舞や曲芸を見せ、１年の悪魔を払ってくれました。
踊ります
正月の３～４日、お囃子が流れ、神楽が街を回り始めると、当時の子ども
たちは待ちかねたように、神楽に付いて歩いていきました。
男性ばかりで、唄もうたうし三味線も弾く。万才で笑わせ、曲芸や獅子舞も
見せてくれたそうで、大正１０年頃までやっていたそうです。
そして今は、赤城保存会の人たちが、赤城神社の祭事でお囃子と神楽を
見せてくれます。昭和 49 年に、物置から大太鼓と小太鼓が出てきたのが
きっかけで、赤城保存会のお囃子の稽古が始まったそうです。
当時、鰭ヶ崎にあったお囃子会の人たちから手ほどきを受け、暇さえ
2017 年
あればテーブルや膝をたたいてリズムを覚えたとのことです。
赤城神社神楽
赤城保存会では、神楽も獅子舞も演じます。神楽は「キツネの種まき」「熊襲」「稲荷山三番」
などの出し物があるそうです。2017 年新年の赤城神社の神楽では「キツネの種まき」や獅子舞を
拝見しました。
参考資料： 青木更吉「みりんの香る街 流山」
（崙書房出版、2009 年）

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

７／１９～８／３１ の休館日に当たる日は
で開館します。
開館時間

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)

