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今回は空手サークル「北峰会(ほくほうかい)」！
会員の方は積極的に大会に参加し、優秀な成績を収めて
います。講師の楽しくも真剣な指導で、体力面だけでなく
精神面も鍛えてくれます！
レポーターオオヤン

10 月 9 日(日)神奈川県にある横須賀アリーナにて空手の「神奈川新人交流大
会」が開催されました。この大会に「北峰会(ほくほうかい)」の会員が出場し、
小学校 4 年生男子の部で、鈴木 大智君が 8 位入賞を果たしました！大智君は 3
月に開催された「第 10 回湘南カップ空手道選手権大会」でも 3 位の成績を収
めています。日々の努力が結果に繋がっているのですね！
優秀な成績を収める秘訣はやはり稽古にあ
りました。単に勝ち負けを目的とするのでは

〔写真〕鈴木 大智君

なく、厳しい稽古を通じて、体力だけでなく、精神力、集中力、
気力も向上するよう指導を行なっていました。
〔写真〕稽古風景。みんな真剣です。

特に力を入れているのは礼儀でした。空手は礼に始まり、礼

10 月 9 日(日)、宮城第三団地自治会「秋刀魚祭り」に参加しました！

に終わる武道です。指導者、会員同士、大会関係者、対戦相手、様々な人に対して礼を尽くすこと

秋刀魚を焼く煙と、いい匂いが会場に漂い、その場にいるだけでお腹が空い

で精神的に強くなり、厳しい稽古にもついていけるのだと講師の星 智(ほし さとし)先生は話して

てしまいます。雨天にも関わらず秋刀魚購入チケットは即完売。テント前には

いました。江北センターから日本一の空手家が生まれる日が近いかもしれません。

200 人もの方が長蛇の列を作り、秋刀魚の焼き上がりを心待ちにしていました。

北峰会の現在の練習場所や時間は江北センターフェイスブックでお知らせしていますので、興味

会場を眺めていると、町会長の松坂さんにお会いでき、お祭りについてお話を
〔写真〕おまつりの主役、秋刀魚
とっても美味しそう！

伺いました。

がある方は是非、北峰会のもんを叩いてみてはいかがでしょうか！！

-なぜ秋刀魚祭りを開催しようとしたのですか？平成 26 年までは夏祭りを開催していたが、自治会メンバーの高齢化や夏の暑さなどの要因で開催が難

センター情報

しくなり、その代わりに少し涼しくなった時期に、地域の方に喜んでもらえるイベントとして、秋の味覚、

江北地域学習センター大規模改修工事中

秋刀魚を使ったお祭りの開催にたどり着きました。

江北地域学習センターは来年 3 月まで大規模改修工事を行なっております。工事期間中は、施設利用、講座
受講、図書館利用ができません。
なお、区民事務所でのお手続き、ブックポストへの返却はできますので、ご利用の方は是非お越しください。

-イベントの見どころは？秋刀魚はもちろん、カレーやかき氷も食べられるところ。また、宮城小学
校 5 年生による「よさこいソーラン」も見応えがありおすすめです！

工事の進捗状況や、江北センターに関わる最新情報はフェイ
スブックやホームページにて更新していきます。
フェイズブックページのいいねをお願いします！

-秋刀魚祭りにかける会長の思いは？お祭りを通じて、子どもから大人まで地域の交流を深め、若者は高齢者か
ら伝統を学び、高齢者は若者から元気をもらい、いつまでも健康でいてほしい。〔写真〕焼き上がりを待つ人で

Facebook

長蛇の列ができました。

江北地域学習センター周辺地図

ホームページ

楽しそうに話す会長の様子から地域や地域住民に対する思いやりや地域愛が
伝わってきました。また、秋刀魚以外の見どころをしっかりと考えられており、
このお祭りに対する熱意も伝わってきました。
会長にお話を聞いた後、私も秋刀魚をいただきました！皮はパリパリ、ぎっ
しり詰まった身はふっくらしていてジューシー、今まで食べたどの秋刀魚より
〔写真〕大忙しの自治会メンバー

おいしかったぁ！！

来年もまた開催するそうですので、是非ご参加してみてはいかがでしょうか?

江北とんとん
平成 28 年 11 月 1 日発行 第 337 号
発 行：江北地域学習センター
所在地：足立区江北 3-39-4
TEL 03-3840-5163 (休館中の臨時電話番号)
FAX 03-3840-5165 (休館中の臨時 FAX 番号)

指定管理者：
（株）ティー・エム・エンタープライズ

株式会社ティー・エム・エンタープ
ライズは親切丁寧なコミュニケー
ションを通じてあなたの「学ぶ」
「運
動する」「教える」を安全で清潔な
空間でサポートします！

http://www.city.adachi.tokyo.jp/bunka/shisetsu/shogaigakushu/004.html
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『ダニーの学校大革命』

アイヌのむかしばなし』

ラッシェル・オスファテール/作
ダニエル 遠藤 みのり/訳
風川 恭子/絵
文研出版

萱野 茂/文
どい かや/絵
あすなろ書房

℡ 03 - 3840–5164

まちかど図書館
江北図書館は、
改修工事に伴い平成 29 年 3 月まで休館しています。
開館までの期間、江北地区のみなさまに手近な場所で本に親しんで
いただけるよう、
「まちかど図書館」をはじめました。
商店や公共施設の一角をお借りして、小説や雑誌を読んでいた
だくコーナーを設けています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

アイヌの人たちは、山や川、人間がつくった
道具など、あらゆるものに 神さまがやどって
いると 信じていました。だから 物や命を大切
にしています。こなべの神は おくさまがいつも
なべを使った後 きれいにあらってくれるので
この家でうたげがあるときは 日ごろのお礼に
上手なおどりを みせてくれます。

□Cafe Coppet（カフェ・コペ）
：江北 3-29-9
□東屋本店：江北 2-46-13
□江北コミュニティーセンター：江北 2-8-2
詳細はパンフレットをご覧ください。

考えごとをしていたら、いつのまにかクラス委員
に立候補したことになっていた！？ダニーは「ぼく
に票を入れないでください」と演説したのに、なん
と全員一致でクラス委員に選ばれてしまう。
全くやる気のないダニーにクラスメイトはうん
ざりし始めるが、学校を舞台にした小説を作ったこ
とで、少しずつクラスがまとまっていく。

Teens

本
小

散

説

『空はいま
ぼくらふたりを中心に』

歩

瀧森 古都／著
ＳＢクリエイティブ

「俺と一緒にあの犬を誘拐しない？」
11 歳の宏夢と移動図書館長のミツさんは、虐待さ
れている犬を助け出したい一心で、誘拐の計画を立て
る。きっとそれが犬にとって一番幸せなことなのだ。
それぞれの孤独の中に犬たちのまっすぐな思いが届
いたとき、少しだけ前を向くことができるほっこりと
した物語です。

『ミッフィーとほくさいさん』
菊地 敦己/構成
国井 美果/文
美術出版社

村上 しいこ/作
講談社

民俗・風習
『孤独の果てで
犬が教えてくれた
大切なこと』

p.3

ちしき

『日本まじない食図鑑
お守りを食べ、縁起を味わう』
吉野 りり花/著
青弓社
なりひら

せい

短歌甲子園を目指す「うた部」の業平。部長の清
らとは、つき合い始めてもうすぐ 1 年になる。高
校最後の大会が迫っているのに、清らとギクシャ
クして部の雰囲気は最悪だ。進路も決まらず中途
半端な自分にいらだってばかり…。でもある日、
有名進学校に通っていたはずの中学の同級生、ト
キが転校してきた。

日本人は常に自然災害と隣り合わせで生活をして
いる。被害が少ないようにという切実な願いが、民俗
伝承や祭りとなった。お供え物のような、厄除けの役
割を果たす食べ物を「まじない食」と呼び、民俗行事
とともに紹介。文京区源覚寺のこんにゃくえんまに
は、
こんにゃくを奉納すると眼病が治るという言い伝
えがあるそうだ。

なみ

じょうず

が

か

むかし、日本には波を上手にかく画家がいま
した。それが「ほくさいさん」です。ほくさい
なみ

ふ じさん

ふうけいが

さんは、波や富士山などの風景画だけではなく、
おもしろい絵もたくさんかきました。
ミッフィーといっしょに、絵をみて かんじて
あそんでみましょう。

どんぐりむらの ぽー、ちい、くりん、の３つぶは、
ぼうしやさんを ひらきました。でも なかなか おきゃく
さんが きてくれません。おみせの おしらせを そらから
まいてくれたのは だれでしょう？
おもしろい本を
たくさんおぼえて
ふむふむしよう。
ふむふむふむふむう。

【ヒント】この本をよめばわかるよ！

『どんぐりむらの ぼうしやさん』
なかや みわ/さく

学研教育出版
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since1962 宮城コミュニティ図書館だより

～11/20（日）まで
さくしゃ

さくしゃ

なまえ

さくしゃ

作者の名前をつなげて、マスをうめる作者し
りとりにチャレンジしよう！ゴールするとプレ
ようし

み や ぎ としょかん

ゼントがあるよ。用紙は宮城図書館カウンター
たいしょう

しょうがくせいいじょう

でもらえます。 【 対 象 】小 学 生 以上

その 2 あなたの誕生日は何の日？
誕生日とゆかりのある本を借りてみませんか？
どんな縁の本なのかは、カバーを取ってみてから
のお楽しみです。

びぼうちょう

その 3

「読書の備忘帖」カバー配布中！

シリーズの順番が分かりやすい読破シートを
新しく作りました♪
また、読書週間に合わせて記録をつけられる
「読書の備忘帖」を配布します。
読破シートと備忘帖をストックできる特製カ
バーもカウンターにてプレゼント♪
読んだリストをストックして自分だけの備忘
録を作ることができます。ぜひ、ご活用ください。

好奇心がおおきくなる読書＆教育論』

やってきた！

かこさとし 福岡伸一／著
（中央公論新社）

バーバー・ルーナのお客さま１』
おかだ き

はね

く

こ

さく

岡田貴久子／作

え

かいせいしゃ

ふじしまえみこ／絵（偕成社）
まほう

ユカのおじさんは魔法のハサ
まほう

ミをもっているとこやさん。魔法
そら

のハサミでカットをすると空を
と

わか

飛んだり、若がえることも
まほう

しみゃく

にち

できます。ただし、魔法のききめは１日だけ。

トンボの翅にみられる分岐した脈（翅脈）を全
部一筆書きでいけるかどうか書き写したのだそ
うです。かこさんがトンボに夢中になったよう
に、身近なものに目を向けると、近所のお散歩
でたくさんのおもしろいことに出会えそうと思
わせてくれる本です。

さいしょ

きゃく

おおや

最初のお 客 さまは「バーバー・ルーナ」の大家
さんのルナさん。オニババとこわがられてい
るルナさんをどんなカットにするのでしょう
まほう

か。魔法のハサミでカットがおわれば、すて
ものがたり

きな 物 語 がはじまります。

き

お気に入りのぬいぐるみを

※備忘帖カバーは先着 30 名様限定！
なくなり次第、終了となります。

宮城図書館カウンター前の特集コーナーにて開催中。

じどう 『魔法のハサミが

『ちっちゃな科学

『からすのパンやさん』
（偕成社）
や『だるまちゃんとてんぐちゃん』
（福音館書店）など子どもの頃にか
こさとしさんの作品を楽しんだと
いう方も多いと思います。
かこさんは、子どもの頃トンボに夢中になり、

秋の読書週間 イベント開催中
その 1「作者しりとり」をやってみよう！

ご家族で

Ｆｏｒ Ｆａｍｉｌｙ

と し ょ かん

図書館におとまりさせてみませんか？
か い

わたしの本棚から
美術館でリフレッシュ♪
以前は仕事帰りや休みの日に、美術館に行くこ

『17 歳の選択』

ジョーマジンガーサクラエヴァカンチを生み出した人は
何を考え、何をしていたのか？特別取材班／編著

（講談社）
部活や勉強とバタバタな毎

めたのかふっつり行かなくなってしまいました。

日や、何となく過ぎる毎日な

首都圏の美術館が何時まで開館しているかご

生活を送っていますか？

１8 時前後だと思っていました。しかし、曜日に

この本には、
「将来のために今
やっておきたいことは」という副題がつけら

えば、上野の国立西洋美術館は毎週金曜日２０時

れています。アニメやマンガの世界で活躍し

まで、六本木にある森美術館は平日の火曜日以外

ている人たちが「友達」
・
「家族」
・｢将来｣など

は２２時と、遅くまで開館しています。

の 6 つのキーワードで 17 歳の時に考えてい

ので、家族と一緒に休日のおでかけにも、おすす

たこと、どのような毎日を過ごしていたかを
語っています。

お知らせ
と し ょ かん

ぼうけん

図書館をお気に入りのぬいぐるみが冒険するよ♪
あと

ようす

おとまりが終わった後には、ぬいぐるみたちの様子
さつえい

しゃしん

を撮影した写真といっしょにおかえしします。
にちじ

≪日時≫：12 月 7 日（水）11 時～
ていいん

せんちゃく

めい

≪定 員 ≫： 先 着 ５名
うけつけ

※11 月２日（火）より受付。
まどぐちまた

でんわ

もうしこ

かい

はなしかい

さんか

にこにこお 話 会 にご参加ください。
よくじつ

みや ぎ と しょかん

むか

ひ

 …おはなし会の日
♣ …あかちゃんタイム

うえ

窓口又は電話にてお申込みの上、 12 月 7 日(水)

えほん

き

翌 日には宮城図書 館までぬいぐるみを迎えに来てね。

かい

27 日(日)は絵本とふれあいおはなし会

17 歳ではない人も読んでみると、これか

めです。
《参考図書》『仕事帰りの寄り道美術館』
（自由国民社）

し

ど皆さんは、どのような学生

存知でしょうか。私はこの本を読むまで、どこも

美術館のグッズや、周辺の公園ものっています

ぬいぐるみおとまり会の

お

とが楽しみでしたが、ここ何年かは美術館熱が冷

よっては遅くまで開館している所もあります。例

YA

ら先の学生生活が少し違ったものになるか

か い

おはなし会

もしれません。将来のことを考える時、ヒン
トをくれる本です。

発行日：平成 28 年 11 月 1 日
発 行：株式会社ティー・エム・エンタープライズ
発行所：宮城コミュニティ図書館 ［午前１０時～午後８時］

〒１２０-００４７
足立区宮城１-１５-１４
☎３９１３-０４６０

しょうがくせいむ

かい

小学生向けおはなし会
だい

すいようび

第 1・3水曜日

2 日・16 日
15:30～16:00

み や ぎ としょかん

かい わ し つ

宮城図書館 1階 和室にて
よ う じ む

かい

幼児向けおはなし会
だい

すいようび

第 3水曜日

16 日
15:00～15:15

だい

だい

すいようび

第 1・第 3水曜日
あか

む

はなしかい

赤 ちゃん向けお 話 会
にこにこ
だい

すいようび

第 １水曜日

2日
11:00～11:30

