
 

お知らせ 特別整理期間のため休館いたします 

 

いわき市立図書館

は、現在約７４万冊

を所蔵しています。 

 

蔵書点検では、 

図書館の資料 

が正しい場所 

にあるか、行 

方不明の本は 

ないか、１点 

１点確認します。 

国立国会図書館より御礼状を頂きました！ 
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各図書館の休館日程 

◆ 常磐図書館    ５月２３日（月）～５月２８日（土） 

◆ 勿来図書館    ５月３０日（月）～６月 ４日（土） 

◆ 小名浜図書館   ６月 ６日（月）～６月１１日（土） 

◆ いわき総合図書館 ６月１３日（月）～６月２４日（金） 

◆ 四倉図書館    ６月２７日（月）～７月 ２日（土） 

  ※ 内郷図書館は５月２２日（日）から開館しました。 

 

ご迷惑をおかけしますが、 

ご理解とご協力をお願い

いたします。 

 

いわき市立図書館は、蔵書点検・館内整理のため、次の日程で休館いたします。ご迷惑をおかけしますが、

ご理解とご協力をお願いいたします。 

※期間中、図書の返却はブックポストをご利用ください。なお、ＣＤ・

ＤＶＤ・ビデオは壊れやすいので、特別整理期間終了後、直接カウン 

ターまでお持ちください。 

※特別整理期間中の図書館の蔵書の搬送はできないため、予約いただ

いてもしばらくお待ちいただくことになります。 

 

 

いわき総合図書館は、国立国会図書館が運営する

「レファレンス協同データベース事業」に参加してい

ます。受付したレファレンス（質問回答サービス）は、

「レファレンス協同データベース」に登録し、Ｗｅｂ

上で公開しています。 

この度、いわき総合図書館で登録しているデータの

平成 27 年年間データ提供点数が 620 点、年間アクセ

ス数が 212,121件となり、4年連続で国立国会図書館

より礼状を頂きました！ 県内では、当館だけが該当

となりました。 

これからも「みんなの役に立つ図書館」を目指し、

レファレンスサービスの充実を図ってまいります。 

調べ物でお困りの際は、お気軽に相談カウンターへお

越し下さい。 

◆こんな疑問にもお答えします！◆ 

いわきと真田家って、どんな関係があるの？ 

レファ協のイメージキャラクター 

「れはっち」 

 

 

 

 

 

  

いわき市のシンボルマークの赤色と青色には、 

どんな意味が込められているの？ 

回答は、いわき市立図書館ホ

ームページのバナーをクリッ

クして、レファレンス協同デ

ータベースをご覧下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども読書の日記念行事 

「あかちゃんへのおはなしかい」 

４月２３日(土)午前１１時から読み 

きかせひろばで開催し、５３名が 

参加しました。絵本の読み聞かせ、 

手あそびやエプロンシアターなど、 

赤ちゃんと保護者の笑顔あふれる 

時間となりました。 

 

 

図書館古典文学講座 

「江戸時代の川柳を読む」 

１月１４日（木）、２８日（木）、２月１８日（木）の３回にわたり、

いわき総合図書館４階学習室で 

開催し、４５名が参加しました。 

夏井芳徳館長が江戸時代に詠まれ 

た川柳と、その時代の人々の生活 

や考えを読み解きました。 

 

 

 

 

企画展示 

「図書探訪 いわきの文学者 -小説編-」 

２月２４日（水）～５月２２日（日）まで、いわき総合図書館５階

企画展示コーナーで 

開催しました。本市に 

ゆかりのある作家、 

星新一・吉野せい・ 

河林満・佐藤武弘・ 

松村栄子の作品 

１３０点を展示しました。 

 

第３回 図書館くらしのセミナー 

「スマホ・ケータイ安全教室〈シニア向け〉」 

２月１０日（水）、いわき総合図書館 学習室で２回 開催しま

した。２５名の参加者は NTT ドコモ「スマホ・ケータイ」安全教室 

インストラクター加藤真琴先生の 

説明を受けながらスマートフォン 

の操作を体験し、それを活かした 

緊急時の災害対応を学びました。 

 

 

常設展示 
「磐梯山とジオパーク展」 

１月２６日（火）～５月２９日(日)まで、いわき総合図書館５階

常設展示コーナーで開催しています。東北で初のジオパーク

の認定を受けた「磐梯山ジオパーク」の 

歴史や見どころ、楽しみ方を紹介した 

パネルの他、噴火の際に出た火山灰 

や溶岩などさまざまな資料を展示 

しています。 

 

記念事業 

「磐梯山とジオパーク」 

１月３１日（日）午前１０時３０分から、いわき総合図書館４階

工作アトリエで開催し、小学１年生から中学２年生までの１３名

が参加しました。磐梯山噴火 

記念館副館長の佐藤公先生 

から、火山の仕組み実験や 

磐梯山の模型作りを学びました。 

記念講演会 

「福島県の３火山と火山防災とジオパーク」 

１月３１日（日）午後１時３０分から、いわき総合図書館４階

学習室で開催し、３４名が参加しました。 

これまでに起きた火山災害や、 

県内の山々の特徴の説に、 

参加者は熱心に耳を傾けました。 

 

 「ふるさとだより展」 

３月２日（水）～２７日（日）まで、いわき総合図書館４階ソフ

ァーコーナーで開催しました。市内の被災した地区の現状や、 

復興に向けた取り組みなどを伝えるために、いわき市が毎月

発行している「ふるさとだより」。誌面 

では掲載しきれなかった写真や、 

各地区の記事などをピックアップ 

して展示しました。多くの来場者が 

足を止め、被災地区の現在に目を 

向けていました。 

 

【レポート】 １～４月の催し物 

【News】図書を寄贈いただきました！ 

 
大東建託株式会社いわき支店様から、児童書 102冊を寄贈いただきました。3月 23日、寄贈図書の 

贈呈式がいわき市役所東分庁舎で行われ、大東建託株式会社いわき支店長、坂内浩司様から 

吉田教育長に図書が手渡されました。今回の寄贈は、 

会社の地域貢献の一環として、地域の子どもたちの 

読書環境が豊かになるようにとの願いを込めて行わ 

れたものです。 



 

 

【公立錦図書館】 

大正 14（1925）年 1 月 7 日には、錦尋常小学校内

に錦図書館が開館しました。錦図書館は、大正 15
（1926）年 2 月 3 日に県知事の認可を受け、いわき地

方最初の公立図書館とされています。 
文化施設が乏しかった錦村では、かねてより図書館

を設置し、児童や村民の教養を高めたいと考えていま

したが、資金不足のため実現できませんでした。 
そんな折、大正 12（1923）年 1 月、錦村青年団員

216 人が 15 日間にわたって常磐線の鮫川鉄橋複線化

工事に従事します。これで得た 270 円を基本金に、念

願の図書館を開設することができたのです。 
大正 15 年 6 月 15 日付の新聞「新いはき」には、「錦

圖書館現況」が掲載されています。蔵書数は 1,800 冊

で、館長に荒井一二校長が就いていることなどが報じ

られています。 
また、同小学校出身の星一（注 1）や、錦村長など

を務めた金成通（注 2）らも寄付金や図書を贈り、地

域の文化振興に寄与しています。 
錦図書館のその後について、定かではありませんが、 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
『福島県立図書館要覧』によれば、昭和 16（1941）
年頃までは存在していたことが確認できます。 
 
【磐崎図書館】 

磐崎村では、大正 14 年 2 月 1 日に、磐崎村青年団

による図書館が、磐崎尋常小学校内に設置されました。 
名前に「図書館」とありますが、敬老会や活動写真

会を催すなど、地域の娯楽の場となっていたようです。

（つづく） 
 
注 1）現在のいわき市錦町出身。明治 39（1906）年、

星製薬所を設立し、医薬品の国産化に成功。国内初の

チェーン店方式で拡大し、“日本の製薬王”と称され

た。実業家のかたわら、国会議員も務めた。長男は、

作家の星新一。 
 
注 2）福島県議会議員、錦村長、国会議員などを務め

た。政治家として活動するかたわら、植田水力電気(株)
の代表取締役などを務め、地域の活性化に尽力した。 

【コラム】 図書館 いまむかし 《第 13 回  戦前のいわきの図書館②》 

（「常磐毎日新聞」大正 15 年 2 月 13 日） （「常磐毎日新聞」大正 14 年 2 月 6 日） 

（「新いはき」大正 15 年 6 月 15 日） 



視聴覚資料上映会 

 

いわき総合図書館（４階・会議室） 

午後２時～ 

 

● ６月 ４日（土） 子ども向け 

「とうきちとむじな/平家物語」  （３５分） 

 

 

※６月の一般向け上映会は、特別整理期間のためお休みです。 

 

 

いわき総合図書館 

             展示棚のテーマ おはなし会  

        ○ 事前申込不要・入場無料 

 

● いわき総合図書館  （４階おはなしのへや） 

５月２８日（土）  午前１１時～ 

６月１１日（土）    〃 

６月２５日（土）    〃 

７月 ９日（土）    〃 

７月２３日（土）    〃 

 

● 小名浜図書館 （小名浜公民館 ２階 会議室） 

特別整理期間のため、６月はお休みです。 

７月 ９日（土）  午前１０時３０分～ 

 

● 勿来図書館 （植田公民館 ３階 視聴覚室） 

６月１８日（土）  午前１０時３０分～ 

７月１６日（土）    〃 

 

● 常磐図書館 （常磐公民館 ２階 和室） 

   耐震補強工事のため、今年度はお休みです。 

 

● 内郷図書館 （内郷公民館 ２階 和室） 

６月１８日（土）  午前１０時３０分～ 

７月 ９日（土）    〃 

 

● 四倉図書館 （チャイルドハウスふくまる） 

６月１１日（土）  午前１１時００分～ 

７月 ９日（土）    〃 

 

※都合により日程・会場が変更になる場合があります。 

 

 

 

【いわき市文化センターに、返却ポストが設置されました！】 

 

4月 1日から、いわき市文化センター（いわき市平字堂根町 1番地 4号） 

の１階エレベータ側に、市立図書館で借りた図書や雑誌を投函できる 

「返却ポスト」を設置しました。投函された図書や雑誌は、図書館の 

連絡車が 1日 2回巡回し、搬送します。 

 

※ＣＤやＤＶＤ、ポストに入らない大型絵本などは、破損の恐れが 

ありますので、直接図書館のカウンターに返却をお願いします。 

 

 

 

 

   

 

●４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉 

５月 ・「省エネ・エコ・脱温暖化 地球にやさしい本」 

６月 ・「きょうりゅうの本」 

 

ティーンズ展示コーナー 〈ティーンズコーナー〉 

５月 ・「部活動小説＆部活に役立つ本」 

 

●４階テーマ展示コーナー〈生活･文学のフロア階段前〉 

５月 ・「旅と文学」 

６月 ・「エッセイを読む」 

 

●５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

５月 ・「鳥の本」 

６月 ・「相対性理論と宇宙の本」 

【お知らせ】 文化センター内にもブックポストが設置されました 

 

【図書館行事案内】 ５月～ 
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