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〔開室時間〕

午前８時30分〜午後９時
〈休み：年末年始、蔵書点検期間〉
☎0185−77−3700
■ファガス図書室 八峰町八森字中浜196−1
■峰 栄 館 図 書 室 八峰町峰浜田中字野田沢20−1 ☎0185−76−2323

利用者の方からの質
問をまとめました。

質問１
回答１

お金はかかりますか。
図書室利用者カードの作成、図書室での閲覧、本の貸出な
ど、すべて無料でご利用いただけます。
質問２ 借りた本を、そのまま他の人に貸してもいいか。
回答２ 借りた人が、本を紛失してしまったり、延滞してしまった
りした場合、最初にその本を借りた人の責任になってしま
います。又貸しは行わないでください。
質問３ 返却日を過ぎてもよいか。
回答３ 返却期限を延滞すると、督促状を郵送する場合がありま
す。他の利用者が予約を入れて待っている場合もあります
ので、返却期限は必ず守りましょう。
質問４ 土日に利用したい。
回答４ 開館時間は、朝８時半〜夜９時までです。ごゆっくりご利
用下さい。なお、休館日は、12月29日〜1月3日、蔵書
点検期間（４日間。期日は広報でお知らせ）です。

新しく入った本のお知らせ
ファガス図書室

金谷信榮氏の寄付金で購入した本の他に、
寄贈本もご紹介しています。

移動図書館車「としょカーん」
だより
スタッフの山崎典康です。としょカーん運行開始以来、「白神ば
やし」の音楽に合わせて、町内を巡回しています。この曲は八峰町
出身、元オフコースの松尾一彦氏が作曲したんですよ。最初、とし
ょカーんは食べ物の移動販売車と間違われることもありました（車
体のオレンジ色も要因かなぁ…）が、今では、この曲を聞いただけ
で、待ってくれてる利用者もいます。なかには体でリズムをとりな
がら、迎えてくれる方もいます。ありがたいことです。♪町のなぁ
〜、町の自慢は白神山地〜♪聞こえたら、寄ってみて下さい。
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一冊の本の中の、たった一つの言葉に救われることはありませ
んか？本を読むことで、人生を変えるような言葉に出会うかもしれな
い、と言ったら、大袈裟だと思いますか？私は本を読むことで、様々
な人の考え方に触れることが出来ればいいなぁと思っています。
そこで、おススメの本は、雑誌『ＰＨＰ』です。この本は、人間と
は何か、真に豊かな人生とは何か、幸福とは何か、といった、「生き
方」をテーマに、身近な角度からとりあげています。
心がほっこり温か
くなるような、そし
て、落ち込んだとき
は、勇気を与えてく
雑誌名：ＰＨＰ
出版社：ＰＨＰ研究所
れる本です。ぜひ、
発売日：毎月１０日
読んでみてください
発行間隔：月刊
ね。
サイズ：Ｂ６

この他の新刊図書については、各図書室までお問合せください。

【絵本、児童書】
【絵本】ぽとんぽとんはなんのおと
こどものとも絵本
【絵本】ちいさなちいさなこおりのくに
さかいさちえ
【絵本】こねてのばして
ヨシタケシンスケ
【絵本】ごちそうの木 タンザニアのむかしばなし ジョン・キラカ
しゅわしゅわ村のだじゃれ大会（手話ではなそう） くせさなえ
【絵本】
【絵本】数え方のえほん
高野紀子
【児童書】
かいけつゾロリのちていたんけん
原ゆたか
【児童書】オリンピックのおばけずかん（どうわがいっぱい） 斉藤洋
【児童書】
胸キュンスカッと
集英社みらい文庫
【児童書】マジカル！あたる！こわい心理テスト＆おまじない 雅るな
【児童書】ミラクルハッピーはじめてのお菓子レシピDX 斎藤真紀
【児童書】
世界の民族衣装
竹永絵里
【児童書】
マンガでおぼえる英単語
齋藤孝
【一般書】
（小説、よみもの、コミック、実用書）
【小説】西郷どん！前編・後編
林真理子
【小説】末ながく、お幸せに
あさのあつこ
【小説】キラキラ共和国
小川糸
【小説】教場０ 刑事指導官 風間公親
長岡弘樹
【小説】標的
真山仁
【小説】盤上の向日葵
柚月裕子
【新書小説】北のロマン 青い森鉄道線
西村京太郎
【よみもの】西郷隆盛大全オールカラー保存版
廣済堂ベストムック
【よみもの】北朝鮮を撮ってきた!アメリカ人女性カメラマン ウェンディ・E.シモンズ
【よみもの】なんとめでたいご臨終
小笠原文雄
【コミック】毎日かあさん12〜14巻
西原理恵子
【実用書・教育】支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉 小栗正幸
【実用書・医学】酒好き医師が教える最高の飲み方 葉石かおり
【実用書・園芸】土壌・肥料の基本とつくり方・使い方 加藤哲郎
【実用書・ハンドメイド】ちぎり絵の絵手紙12ケ月 大森節子
【実用書・料理】ジューシーで絶対おいしい鶏むね肉の食べ方 汲玉
【実用書・料理】白崎茶会のあたらしいおやつ
白崎裕子
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寄贈本もご紹介しています。

【絵本、児童書】
【絵本】えがないえほん
B.J.ノヴァク
【絵本】おはぎちゃん
やぎたみこ
【絵本】ぜったいにおしちゃダメ？
ビル・コッター
【絵本】ゆきおんな
佐竹美保
アードマン・アニメーション
【絵本】えほん ひつじのショーンをさがせ！
【児童書】
鬼まつりの夜
富安陽子
【児童書】
ひなまつりのお手紙
まはら三桃
【児童書】
映画かいけつゾロリＺＺのひみつ
原ゆたか
【児童書】
かいけつゾロリのちていたんけん
原ゆたか
【児童書】
チーズ一家
たみやともか
【児童書】
夢みるポプリと三人の魔女
あんびるやすこ
【児童書】
理科好きな子に育つふしぎのお話365 自然史学会連合
【児童書】
里山いきもの図鑑
今森光彦
【一般書】
（小説、よみもの、実用書、写真集、コミック）
【小説】月夜に溺れる
長沢樹
【小説】マスカレード・ナイト
東野圭吾
【小説】道標 東京湾臨海署安積班
今野敏
【小説】マカン・マラン
古内一絵
【小説】返事はいらない
宮部みゆき
猿田巳代治（猿田工業（株）会長）
【小説】誠愛
【小説】こちら警視庁美術犯罪捜査班
門井慶喜
【小説】故郷はなきや 新・古着屋総兵衛 第15巻 佐伯泰英
【よみもの】犬が伝えたかったこと
三浦健太
【よみもの】マンガと図解これからの東洋医学
川嶋朗
【よみもの】ザ・ボディ・ブック
キャメロン・ディアス
【よみもの】ダメ親と呼ばれても学年ピりの３人の子を信じてどん底家族を再生させた母の話 ああちゃん、さやか
【実用書】家にあるものだけ！で野菜たっぷり作りおき303 学研
【実用書】手縫いで楽しむきんちゃくとポーチとがまぐち ブティック社
【写真集】日本の絶景さんぽ旅
ぴあ
【写真集】何度でも行きたい世界のトイレ
ロンリー・プラネット
【コミック】傘寿まり子 １〜２巻
おざわゆき
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棋力を競う 第12回八峰町新春囲碁大会

八峰町教育委員会 生涯学習課
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編集 山本郡八峰町八森字中浜196−1
TEL 0185−77−3700 FAX 0185−74−5290

半分大人になりました！チビッコ公民館

しごと発掘塾Ⅱ講座が行われました

12月26日、チビッコ公民館（1/2成人
式）が峰栄館で行われ町内の小学4年生30
名が参加しました。
子ども達はヨーヨーづくりや餅つき等を
楽しんだほか、10年後の自分に向けた手紙
を書きました。手紙はタイムカプセルとし
て保管され、成人式で本人に手渡される予
定です。
１月8日、恒例の新春囲碁大会が峰栄館
で開催されました。
今回は10名の「棋士」が参加し、日頃鍛
えた棋力を競い合いました。
≪結果≫
[一部] 1位:長門津一 2位:丸山周一
[一部] 3位:今井等
[二部] 1位:大塚博美 2位: 白銀光明
[一部] 3位:菊地祐子

行 事 予 定
▽チビッコ冬まつり
■開催日：2/11（日）9：00〜
■会 場：ポンポコ山公園、パークセンター
■対 象：町内の幼児、小学生
■問合せ：青少年育成八峰町民会議 ☎76−2323
▽町民歩くスキーの集い
■日 時：2/11（日）
■会 場：御所の台
■対 象：町民
■問合せ：町歩くスキークラブ ☎77−2068（山本）
▽八峰町卓球大会
■開催日：2/25（日）9：00 開会式
■会 場：八森体育館
■参加費：１人 200円（団体・個人問わず）
■問合せ：町卓球協会 ☎70−4160（ライナス薬局）

昨年に続き、1月18日に「しごと発掘
塾」の講座がファガスで開催されました。
数人の参加者でしたが、仕事の発掘や夢の
実現を目指している会員の報告や意見交換
などが行われ、充実した時間を過ごしまし
た。
今後も会員の要望等があれば随時開催し
て研さんを積んだり、会員のネットワーク
づくりに励む予定です。

もっと地元のことを知ろう！

大人のふるさと学習講座

地元の人が地元のことを知り、もっと地元を好きになって
もらうための講座です。今月はあきた白神体験センターとの
共催事業です。

〈2月の講座〉『スノーシューでいく冬の留山』
雪の林道を歩いて「冬の留山」をのぞきにいきませんか？
歩きやすいように、「スノーシュー」を用意しました。
冬の森を五感で体感してみましょう。
開 催 日 2月24日（土）午前9時〜午後2時頃
参 加 費 お1人2,000円（体験料、ガイド料等含む）
お申込み あきた白神体験センター（7日前まで）
お問合せ ℡0185−77−4455

℻0185−77−4456

参加者募集！ 『ナイスミドルのネットワーク会』
（峰浜、
八森）
公私ともに多忙な中高年のみなさんを対象として、青年会ならぬ壮年会をつくり、お互いに情報交換や意見交換等をしな
がら仲間づくり（ネットワーク化）をしていくための会です。話し合いの中で、楽しいこと、おもしろいことが提案され、
企画、立案、実行できれば町も元気になりますよ！

本を返却する前に、確認をお願いします。
☆私物が挟まっていないか。
本にしおりやハガキなどを挟んで、取り忘れたまま返
却していませんか？

☆返却する本が八峰町図書室の本であるか。
私物の本、他の図書館の本、学校図書室の本が混ざっ
て返却されることがあります。持ち主不明の私物の本は
事務所で預かっていますので、お心当たりのある方は職
員に声をかけてください。

峰浜ナイスミドルの会

八森ナイスミドルの会

開催日：2/16（金）午後７〜９時
場 所：峰栄館 １階 研修室
対 象：峰浜地区在住の40代、50代
内 容：情報交換・意見交換、ネットワークづくり
申込み：2/15正午まで
峰栄館 ☎76−2323

開催日：2/17（土）午後７〜９時
場 所：ファガス １階 研修室
対 象：八森地区在住の40代、50代
内 容：情報交換・意見交換、ネットワークづくり
申込み：2/16正午まで
ファガス生涯学習課 ☎77−3700
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