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益子図書館だより 第11号
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平日（火～金） 朝９時から夜7時まで 土・日・祝日 朝9時から夕方5時まで

年末年始休館：12/28（水）～1/3（火）

◇ここが変わります今年の図書室◇

あけましておめでとうございます。益子町中央公民館図書室です。今年は飛躍のうさぎ年。

新図書館計画も大きな一歩を踏み出す年です。１月には早速図書館懇談会も開かれますの

で、ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。

新しい図書館ができるのは数年先のこと。それまでは、今ある施設をより便利にご利用いた

だけるよう、改善を進めていきます。今年は以下のような計画を立てています。

〇パワーアップ！あぐり館図書室 【時期未定】

あぐり館にも図書室があり、現在は寄贈図書を中心にした貸出や、学習室としてご利用

いただいています。ここで中央公民館と同じシステムを活用し、中央公民館や移動図書館

の本を予約で取り寄せて借りられるようにします。また、七井中学校のすぐ近くという立地

に着目し、中学生向けを中心に新しい本を大幅に増やしていきます。

〇移動図書館拡大 【時期未定】

学校や保育園、幼稚園でご好評いただいてい

る移動図書館。一般の方向けにも土曜日に町内

各所に出かけているところですが、平日の巡回も

視野に入れ、巡回スポットを増やしていきます。

〇日曜・祝日に頼れる窓口【1月開始】

中央公民館図書室は、これまで日曜・祝日は

ご利用時に窓口職員を呼び出す体制としており

ましたが、令和5年1月より日曜・祝日は窓口に

司書が常駐します。
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あぐり館図書室

ほかにも たくさん はいりました。

がいこくのものがたり

りか

ものがたり 魚住直子/著

医学

増田明代/文・構成

だれもしらない小さな家 エリナー・クライマー/作 岩波書店

おすしがふくをかいにきた

知りたい！行ってみたい！なぞとき絶景図鑑

考えたことなかった

出版社

主婦の友社

クロスメディア・パブリッシング

エクスナレッジ

朝日新聞出版

大人の本

「足がよくつる」人のお助けBOOK

分類 本のタイトル

えほん

産業

家事

書いた人

出沢明/著

白泉社

講談社

偕成社

こどものほん

日本はクール!?

最高の髪型解剖図鑑

君のクイズ小説

ベンジャミン・ボアズ/著

篠原龍/著

小川哲/著

田中達也/作

年末年始休館：12/28（水）～1/3（火）

◇町民のつどい＆花フェスタ2022◇

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆新着図書

12/10（土）に「町民のつどい＆花フェスタ2022」が中央公民館で開催されました。バルー

ンショーやヨーヨーつり等のイベントのほか、フラワーアレンジメントや鍋敷きづくりといった日ご

ろの生涯学習の成果を活かした催しも人気を博していました。その中から図書館・図書室関

連のトピックをご紹介します。

◆ましこ未来大学発表会◆
ましこ未来大学とは、将来の地域づくりの担い手を育てるべく、自ら見つけた課題解決に向

け、企画を立てて取り組んでもらうという「第3期ましこ未来計画」に基づく事業です。今年も益

子芳星高校の皆さんが半年以上にわたって取組み、その集大成を発表してくれました。

7グループがそれぞれ課題を設定したうち、第2

班が注目したのは図書館です。「学習の合間に

一息つける場所がほしい」「それも、高校生が気

軽に利用できる価格設定のところがいい」という

思いを込めて、現在計画中の新しい図書館に似

合うカフェを考えてくれました。SDG’ｓに着目し

つつ、利用しやすいメニュー例や益子の魅力発

信ともなるPR方法等、具体的イメージまで描き

出したその発表は、観衆の共感を呼んでいまし

た。

◆移動図書館 とっくん号◆
移動図書館とっくん号が4月のお披露目会ぶりに中央公民館前に登場し、訪れた人は図書

室とは少し異なるラインナップに見入っていました。あいにく次の巡回予定が迫っていたため、

本格的に賑わいを増す前の短時間の出動となり、「おはなし会もやってほしかった」と残念が

る声も上がりました。



◇新図書館への道◇
1月の第2回図書館懇談会の開催にあたって、まずは今年度のここまでの動きを振り返って

みましょう。

令和4年

2月 図書館基本計画（案） パブリックコメント募集

3月 議会第22回定例会で図書館建設予定地の面積や時期について継続検討となる

4月 議会第23回臨時会で益子町議会図書館建設特別委員会の設置が決定

5月 議会報告会・意見交換会（テーマ：図書館建設）開催

「子ども達のためによい図書館を建てたい」「新設での図書館建設を強く希望する」

「益子に図書館は必要なのか」等の意見が図書館建設特別委員会に付託される

6月 議会第24回定例会

・既存施設の増改築と決定した場合でも、基本計画（案）の大要は尊重する方針であ

ることを確認

・図書館整備に関する陳情は閉会中継続審査に決定

8月 第1回図書館懇談会

・現状報告

新築か増改築かの検討材料を集めている段階。現時点で考える増改築のメリット

は、 予算削減、機能の集約、既存施設の長寿命化。

・会場意見

老朽化対応による維持費の不安、集客力の心配、予算を抑えた新築検討の要望

9月 議会第27回定例会

・図書館整備に関する陳情・請願は閉会中継続審査に決定

11月 町役場内に図書館整備検討委員会設置

12月 議会第28回定例会

令和5年

1月 第2回図書館懇談会（町長出席予定）

新図書館建設候補地について説明し、町民の意見を募る

※日時他詳細は最終ページのイベント情報からご確認ください。

※議会に関する記述は12/10現在公開されている会議録や議会だよりに基づくものです。

【お問合せ先】

益子町中央公民館図書室

（益子町生涯学習課）

TEL：0285-72-3101

FAX：0285-72-3110

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆とっくん号 運行スケジュール

◆図書室であそぼう！◆

場所：中央公民館図書室

定員：当日先着順 10名程度

〇1月15日（日） 午前10時～

リサイクル工作「ちゅうがえりうさぎ」

〇2月12日（日） 午前10時～

リサイクル工作「スノーボトル」

◆とっくん号のおはなし会◆

1月14日（土） 午前10時30分～ ましコッコハウス

1月28日（土） 午前10時30分～ 益子駅

演者：かたつむりの会

荒天その他の事情により、移動図書館とっくん号のスケジュールを変更

することがあります。最新運行スケジュールは図書室ホームページから

ご確認ください。

※学校等一般の方に公開していない巡回先は記載していません。

ホームページ https://library.town.mashiko.tochigi.jp/

〇道の駅ましこ………・1/7（土） 午前10時～午前11時30分

〇ましコッコハウス……1/14（土） 午前10時30分～午前11時30分

〇益子駅（観光協会横）…1/28（土） 午前10時～午前11時30分

※車体メンテナンスのため２月の運行はありません。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆イベント情報
◆図書館懇談会◆

定員：各回30名 ※事前に中央公民館へお申し込みください。

〇1月11日（水） 午後２時～

場所：総合体育館２階 多目的室

〇1月11日（水） 午後7時～

場所：農村環境改善センター２階 大会議室

〇1月12日（木） 午後7時～

場所：中央公民館２階 研修室

〇1月13日（金） 午後7時～

場所：あぐり館 視聴覚室


