
 

 

 

 

 

 

中央市立図書館 平成28年 ２月 発行 

 

● ● 「更なる発展を願って！」  ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

社会教育委員会議長  田島 聡 
 

中央市図書館協議会の委員として長くたずさわらせて頂き、その中での忘れ難い

ことがあります。本図書館の活動内容が優れていることが評価され全国一に連覇し

て輝いたことです。これは中央市と同規模の全国の自治体の中で、蔵書数、貸出数

等が特に多く、また内容も充実していることを示しているのではないかと思います。 

例えば、ブックスタート、新入生ブックプレゼント、卒業生ブックプレゼントと

いった事業にも取り組み、乳幼児期、小中学校期と、言うならば人生の読書に対し

て、「ホップ・ステップ・ジャンプ」と３回の本のプレゼントを実施していることで、

きっと子どもたちにも、心に残る書物となることでしょう。 

また、年配の方々のために、大きな文字の書物（大活字本）の購入にも配慮して

いただいている点もうれしいことです。 

昨今の情報化の波はすさまじく、手のひらサイズのスマホ等の出現で大量の情報

が簡単に得られる時代ですが、図書館は特に地域のための情報文化の拠点としての

役割が最も重要ではないかと思います。 

こうした図書館活動を推進するため、 

多くのボランティア組織の方々もあと 

押しをして頂いており、市の掲げる生 

活文化都市のかけ橋になると思います。 

これ迄築き上げた歴代の館長さんを 

はじめ司書さんの更なる発展を願い、 

私共も精一杯協力していきたいと思っ 

ています。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ブックスタートの様子 

大活字本 
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いつも地域資料室を利用してくださっている方からの感想です 

 

「便利な地域資料室」  

中央市文化協会郷土研究部 比志 保 

  

いつも田富図書館の地域資料室を利用させて頂いて 

おります。旧田富町に転居して四十年、中央市は私の 

ふるさと。恋人同様、ふるさとのことは知れば知るほ 

どふるさとが好きになります。 

人間には「生きがい」だけでなく「い（居）がい」 

も必要。室には市内だけでなく県内の郷土資料もあり 

広い机も使えるので調べ物をするのにはとても便利で 

す。親切で、調べものや探しもののお手伝いをしてく 

れるレファレンスサービスも充実しています。こうし 

た図書館が身近にあるのは本当に有難いことです。 

『ゆっくりねろし 

―いのち輝く、玉穂ふれあい診療所

ホスピスの記録―』土地邦彦/著 

【出版】フリーダム/2009年 

本当に安らかな最期を目指して、

全ての医師・スタッフ・ボランテ

ィアが患者と家族を支援する診

療所の記録です。 

 【所蔵館 玉穂・田富・豊富】 

「乙黒桜関係ファイル」 

玉穂生涯学習館/編 

 

中央市になじみ深い「乙黒桜」。 

絶滅寸前の桜を復活させ、その保 

存に関わった人々の資料を一冊 

にまとめました。 

 

 【所蔵館 玉穂】 

『甲斐路ふるさとの民話と 

民謡』  

山梨県/編 

【出版】山梨日日新聞社/1991年 

山梨の民話や民謡をまとめた本。 

中央市は、「孝女姫の墓」「浅利与

一と板額ごぜん」「粘土節」が掲

載されています。 

 【所蔵館 玉穂・田富・豊富】 

『甲州むかし話 上・下巻』 

あずさとりょう/文 かげやませんり/絵 

【出版】山梨日日新聞/1985 年 

下巻には貴蔵院（田富地区）に伝

わる「八地蔵」のお話が収録され

ています。今も、モデルになった

八人地蔵は安置されていますの

で、見学に行くのもおすすめです。 

  【所蔵館 玉穂・田富】 

『浅利与一公と浅利一族』  

豊富村教育委員会 /編

【出版】豊富村教育委員/1993年 

浅利氏の姓は浅利郷の郷名による 

とされ、弓の名手として有名な与 

一公や一族にまつわる資料、写真 

が多く掲載されています。 

 

  【所蔵館 玉穂・田富・豊富】 

『三枝氏の足跡を訪ねて』  

豊富村教育委員会/編  

【出版】豊富村教育委員会 / 

1996年 

三枝氏は、豊富村に居を構え、武

田信玄の信任が厚い有力家臣で

した。戦国時代の武将三枝虎吉

公、及び一族の調査に必読な本で

す。【所蔵館 玉穂・田富・豊富】 

『曽根丘陵地帯の豊富村郷土 

散歩』 志村量美/著  

【出版】豊富村教育委員会/1980年 

豊富村の広報に連載されていたも

のを小冊子にまとめ、その後増補再

刊された郷土豊富の伝承に欠かせ

ない遺産探求本です。 

 

  【所蔵 玉穂・豊富】 

『甲州の虚無僧 

－聖と俗の世界―』弦間耕一/著 

【出版】甲斐郷土史教育研究会/ 

         2003年 

世俗を離れた姿（深編笠に尺八）

でお馴染の虚無僧。著者が古文

書・各種文献資料などからその実

像にせまります。 

 【所蔵館 玉穂・田富・豊富】 

「山梨スピリッツ 2015年春号」 

【出版】 山梨放送/2015年 

次世代の卓球を担う中央市出身の

スター！平野美宇・村松雄斗選手。 

両選手揃っての表紙・特集を、ぜ

ひご覧ください。 

図書館では両選手の資料収集を

しています。 

【所蔵館 田富】 
        お願い 

 

市内図書館では、地域に関する資料を 

収集しています。 

  提供していただける方は、お近くの図 

  書館まで、ご連絡ください。 

 

市立図書館の地域資料室は、山梨県や中央

市に関する資料をまとめて所蔵し保管して

ある場所です。 

玉穂生涯学習館と田富図書館は、独立した

部屋になっていますが、豊富図書館にも資料

はありますので、ぜひご利用ください。 

 

地域資料室のお薦めの本 

暮らしに身近な資料あれこれ 

  （このような資料もあります） 

 

＊広報「ちゅうおう」や合併前の各旧町村

の広報誌 

＊電話帳 ハローページ（国中）（郡内） 

タウンページ（国中） 

＊住宅地図（近隣市町村含む） 

＊市内コミュニティバスの時刻表 

＊山梨日日新聞は過去１年分 

 それ以前は、縮刷版や DVD でご覧いた 

だけます 

  

ご利用の方は、お気軽に 

各図書館カウンターでお尋ね下さい。 



編集･発行：中央市立図書館 第１7号 平成28年 2月 1日発行 

玉穂生涯学習館   ＴＥＬ055-230-7300 ＦＡＸ055-230-7301 

田富図書館     ＴＥＬ055-274-3311 ＦＡＸ055-274-3313 

豊富図書館（分館）  ＴＥＬ055-269-4011 ＦＡＸ055-269-4012 
みなさまのご意見、ご感想をお待ちしています。 

● 

 

 
 
平成28年1月１日現在 

住所 市民数 登録者数 登録者の割合 住所 市民数 登録者数 登録者の割合 

中楯 1111 531 47.8% 臼井阿原 1547 884 57.1% 

西新居 1035 575 55.6% 西花輪 3044 1396 45.9% 

若宮 1246 965 77.4% 東花輪 3804 1834 48.2% 

井之口 606 355 58.6% 藤巻 296 109 36.8% 

極楽寺 288 128 44.4% 今福 238 92 38.7% 

乙黒 291 141 48.5% 今福新田 133 63 47.4% 

一町畑 290 126 43.4% 大田和 280 121 43.2% 

町之田 114 57 50.0% 馬籠 58 25 43.1% 

成島 1574 1016 64.5% 木原 817 324 39.7% 

下河東 1797 1062 59.1% 関原 298 99 33.2% 

下三條 1428 793 55.5% 大鳥居 1229 521 42.4% 

上三條 909 447 49.2% 浅利 790 317 40.1% 

山之神 3660 1652 45.1% 高部 372 134 36.0% 

布施 3729 2002 53.7%   

         合 計 30984 15769 50.9% 

 
 
 

 

「すみれちゃん」はできたてのホヤホヤです。平成２６年夏のボランティア養成講座がきっ

かけとなり、その年の９月に会をたちあげました。すでに実施しているおはなし会に参加、  

勉強しながら同時進行で「すみれちゃんのおはなし会」をスタートさせました。 

「すみれちゃんのおはなし会」では、行事が重ならない日曜日に絵本の読み聞かせ、わらべ

うた等を行っています。緊張で、胸はドキドキ、手はブルブル。でも参加者の親子のおかげで、

ホッと暖かい気持ちがわいてきます。子どもたちが 

成長していく一瞬にかかわらせていただけることを、 

うれしく思います。 

まだまだ勉強不足ではありますが、メンバーみな、 

とても前向きに「少しでも子どもたちに、絵本を読 

んでもらいたい。」と頑張っています。 

どうぞ、おはなし会をのぞいてみてください。 

                               

 

 

 

 

「日本の図書館 統計と名簿 2014」(日本図書館協会

発行)によると、人口が４万人 未満の全国９７市の中で

貸出数が全国３位という結果でした。 多くの利用して 

くださる方のおかげと心より感謝申し上げます。 

住所別利用登録者数 

図書館の運営を支えるボランティアの活躍 「すみれちゃん」代表  依田佳津美さん 
 

《あとがき》 

館報編集中、新聞記事「卓球の平野美宇選

手、最年少で銀メダル」で中央市も盛り上が

りました。図書館でもスクラップブックで、

平野美宇選手と村松雄斗選手の活躍の様子を

ご覧いただけます。今後の活躍も楽しみです。 


