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図書館で

ラ・フォル・ジュルネをもっと楽しもう！
新潟市の春の風物詩、クラシック音楽の祭典「ラ・フ
ォル・ジュルネ」音楽祭。今年は、江南区文化会館でプ
レ公演が初開催！
同館内にある亀田図書館も館内展示で、同音楽祭とそ
の発祥の地にして新潟市の姉妹都市フランス・ナント市
を大特集！
今年は亀田図書館を使って、ラ・フォル・ジュルネを
より深く楽しんでみませんか？

図書館の展示内容をご紹介！

ラ・フォル・ジュルネとは
1995 年にナント市で誕生した、今までのクラシックの常識
を覆したまったく新しい音楽祭。一流の演奏を低料金でハシゴ
しながら気軽に楽しめるのが特長です。
新潟市では 2010 年から開催。和風建築とクラシック音楽と
の融合、
「食」と「花」も満喫できるお祭りムードあふれる会
場など魅力いっぱいです。
今年は「ラ・ダンス 舞曲の祭典」をテーマに、4 月 28 日
（金）から 30 日（日）まで行われます。

☆プレ公演での演奏曲が収録された CD
子どもも大人もココロおどる、楽しい楽曲たち！
○ハチャトゥリアン：仮面舞踏会よりワルツ
情熱的でダイナミックな曲です。浅田真央選手など多くのフ
ィギュアスケート選手に使用されていることでも有名。
○ベートーヴェン：交響曲第 7 番第 4 楽章
現代でも演奏されることの多い、リズム重視の盛り上がる曲。
最後を飾る第 4 楽章は熱狂的なクライマックスが待っています。

○●江南区文化会館プレ公演●○
4 月 15 日（土） 音楽演劇ホール
●11:00～11:45（0 歳～）
●18:00～19:00（6 歳～）
2 公演
料金：1,000 円（小学生以下 500 円）
※昼公演は 3 歳未満ひざ上鑑賞無料
（大人1人に対し1人）

11:00 からの回は
年齢制限なしの 0

歳からのコンサ
ート。お子さんの
コンサートデビュ
ーにピッタリ♪
楽器体験や指揮者
体験も！

☆その他の演奏曲が収録された CD
行く前に予習したり、行った後に余韻に浸ったり。
バッハ、リスト、ショパンなどなど。展示以外にも市立図書館で
所蔵している場合があります。お気軽にお問い合わせください。

☆クラシック、フランス関連本、ナント市関連展示
クラシックの知識や楽しみ方を学べる本、ナント市出身のジュ
ール=ヴェルヌを代表とするフランス文学など展示しています。

公演内容について詳しくは、
プログラムちらしをチェック！

・ ・ 貸出カードについて ・ ・
貸出カードを作ることで、図書館の図書・雑誌・ＡＶ資料（CD・DVD）を借りることができます！
どんな人が貸出カードを作れますか？

貸出カードで何ができますか？

有効期限はありますか？

・新潟市・新発田市・阿賀野市・五泉市・聖籠

・図書・雑誌を計１０冊、ＡＶ資料を

・有効期限は４年間。4 年ごとに更新が必要

町に在住、または新潟市に通勤・通学の方。

計２点、２週間貸出できます。図

必要な書類はありますか？

書・雑誌は次の方の予約が無ければ

・免許証・保険証等の現住所が確認できる書類。

１回延長できます。

です。
・期限更新の時期にカウンターでお声がけし
ます。

子ども図書室

ようこそ！！
亀田図書館へ

子どもに本と親しんでもらえるよう、絵本や児童書を多数用意
しています。
新潟市立図書館の選んだおすすめの本コーナーは、年代別にな
っていてご家庭で読み聞かせを始めたい方にピッタリ。
子育て本などおうちの方に役立つ資料を集めた子育て支援コ
ーナーもあります。
紙芝居や大型絵本も貸出可能です。
おはなしのじかんを実施中！
・第２・４水曜日（赤ちゃんタイムも実施）
・第１・３土曜日 以上、10:30～11:00
・第４日曜日
11:00～11:30

子育て支援
コーナー
おすすめの本
ﾌﾞｯｸﾘｽﾄ

外国語

調べものの
相談もどうぞ！
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大活字

アルビレックスコーナー

ＡＶコーナー

デンカビッグスワンスタジア
ムにもほど近い亀田図書館で
は、サッカーチームをはじめ
とするアルビレックスの本や
CD・DVD、グッズなどを展
示し、応援しています。
本、雑誌、CD・DVD は貸出
できます。

AudioVisual（視聴覚）資料、つまり CD・
DVD のコーナーです。
CD はクラシック、ポップスから落語ま
で、DVD は邦画、洋画にアニメなど取
り揃えていて、貸出も可能です。
また、館内には DVD を視聴できるブー
スが３つあります。

参考図書

全集

資料を使った調べも
のや読書に最適のス
ペース！

特別コレクション室
俳句の盛んな江南区。亀田図書
館では俳句関連資料を積極的に
収集しています。
貴重な寄贈資料のほか、郷土の
俳句図書や雑誌も多数所蔵。
ガラスケース内の雑誌も貸出で
きますので、ご希望の方は職員
にお声がけください。

。

ブックスタートを行っています!！
ブックスタート
……とは？ 絵本は、赤ちゃんにとって大切な優しい語りかけや温か
なふれあいを、自然と作り出す手助けをしてくれます。
「ブックスタート」は、絵本を通してお子さんとおうち
の方のコミュニケーションを深めてもらおうと、1 歳歯科
健診にあわせて実施しているものです。
ボランティアがお子さんとおうちの方に絵本を読み、お
すすめの本 3 冊の中から 1 冊をプレゼント。
ご家庭での「ブ
ックスタート」をサポートします。

参加者の声
・予想以上に子どもが絵本を楽しんでいた。
・もっと絵本を読んであげたいと思った。
・どんな本を読み聞かせればいいかわからなか
ったので、3 冊の中から選べるのは良い。
・子供を抱きながら、他の人に絵本を読んでも
らえるやり方は良いと思った。

ボランティアの声
・ブックスタートをきっかけに、家庭で読み聞か
せを始め、ふれあいが深まったと聞くことも。
・読み聞かせをして、赤ちゃんの反応があるとこ
ちらも嬉しくなる。
・図書館でのおはなしのじかんも、楽しみにして
もらえている。

俳句の窓

第3回

地域の俳人・田村紅子さんから、江南区にゆかりのある俳人の句を紹介していただきます。
たかはご

高 擌に今日面白くかかりけり
渡辺

雪降れり人をやさしくして降れり
こ う

軍平（亀田・船戸山）

ほ

長谷川 耕畝（中山）

※高擌：小鳥を捕る仕掛けのこと

虚子編歳時記の 10 月の部に、2 句採用され
ている中の１句。この句で亀田も軍平も全国的
に有名になったとも言える。

長年 NHK の俳句講座の師として大勢の俳人
ちまき
を育て、私も 粽 句会でお世話になった。句柄
あか
はすっきりと垢抜けていて個性的である。
田村紅子さん＊本名田村和子。亀田出身。亀山其園（高
浜虚子の弟子）に師事。俳誌「雪」
「玉藻」同人。
「鷗」
副主宰。亀田図書館協議会委員として図書館運営に協
あふ

力。著書：
『紅萩』
『菊日和』
『菊 溢 れしめ』
（句集）

おすすめの本
『蔵』（中公文庫 上・下）
宮尾登美子／著 中央公論社（1995）
大正から昭和の時代の、我が町・亀田を舞台
にしたベストセラー。大地主で蔵元の家に生ま
れた主人公は、困難に打ち勝つ強い名の「烈」
と命名される。父親の意造、母の賀穂、その妹
の佐穂、父の後妻のせきらが中心となり、物語
が展開する。烈は眼病を患い失明するという運
命を背負い、重苦しい内容となっていくが、烈
自身が賢く率直に話をするため、物語がぐいぐ
い進んでいく。蔵の腐造、若い後添えとの結婚、
跡取り息子の事故死、間
男による妊娠などさま
ざまな出来事が起こる
が、蔵元を継いだ烈は、
まっすぐな愛情で蔵
人・涼太への想いを持っ
てつき進む。新装版カバ
ーの亀田縞が魅力を添
える。
文：村山広栄さん（亀田図書館協議会委員）

『てんきのいい日はつくしとり』
石川えりこ／さく・え 福音館書店（2016）
ふきのとうが開きはじめたある晴れた日、
ちえちゃんは家族と一緒につくしとりへで
かけます。向かったのは、つくしがたくさん
はえている秘密の場所。みんなが次々とつく
しを収穫するなか、ちえちゃんも大きな王様
つくしを見つけたくて、一生懸命探します。
植物や虫たちが、元気いっぱい動き出す様
子に春の訪れを感じられるおはなしです。
本の最後では、つくしのおいしい食べ方も
教えてくれますよ。
みんなで春をいただ
きます。

文：永村（亀田図書館）
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