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真貝新一氏撮影写真
真貝新一氏

ねずみ塘で魚釣り 遠くに
日本石油の製油所も見える
餅つき大会 後ろにサンタ
クロースも見える

報道写真家真貝新一氏は、明治２９（１８９６）年、市内宮川に生まれ、１０代の頃から独
学で写真技術を身につけた。大正１３（１９２４）年、長岡の北越新報社に入社。柏崎支局長
を務めた後、戦時の地方新聞統合により新潟県中央新聞、上越新聞、新潟日報の支局長を歴任。
戦後は一時新聞社を離れるものの、その後、新潟日報柏崎専売所を経営した。
真貝氏がカメラマンとして最も活躍したのは、戦後に毎日新聞系列会社が刊行した「サン写
真新聞」新潟通信部の通信員時代と言われ、事故の報道写真が一面を飾る・組写真で全ページ
が飾るなど、カメラマン真貝氏の名をとどろかせていた。昭和３２（１９５７）年、宮川で起
きた大火により生家が全焼し、半生をかけて撮った貴重な写真や集めた写真が焼失するという
苦難に見舞われたが、その際にも燃え盛る生家を撮り続けたというエピソードが残っている。

昭和４６（１９７１）年、７４歳で亡くなるまで報道写真家としての生涯を貫かれた真
貝氏が残した数々の写真原版は、昭和５６（１９８１）年にネガフィルムが、昭和６３（１
９８８）年にガラス製乾板などが、遺族から図書館に寄贈された。１０，０００枚を超え
る写真には、市制施行パレードや水害、出征兵士や初代柏崎市長といった、貴重な柏崎の
歴史が記録されている。
真貝氏の没後５０年となる今年 3 月３１日（水）から展示ホールで開催する「真貝新一
写真展」では、このうちの一部、約１００点をご覧いただけます。

来館の際は３密を避け、マスクの着用・手指の消毒をお願いします
館内サービスの利用人数を制限しています （詳しくはお問い合わせください）
ご理解とご協力をおねがいします

３月

開館時間
平 日 ９：３０ ～ 19：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
1 日（月） ２１日（日）
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図書館の資料は大切に利用してください
図書館の資料は、公共のものであり、
長期にわたり大勢の方から利用いただく
ものです。書き込み・折り曲げ・切り取
りといった、資料を損なう行為は厳重に
慎んでいただくようお願いします。
図書館の資料に、チェックしておきた
い重要な箇所があるときは、総合カウン
ターへ複写を申請し、コピーした資料を
チェックにご利用ください。
※複写は白黒１０円、カラー５０円

文字や線の書き込
み、塗りつぶしが
見つかった図書

特設コーナー「春！山！」と「本屋大賞」をご利用ください
5 月 5 日（水・祝）まで、登山や山菜など、山に関する本を紹
介する「春！山！」コーナーを設置しています。春になれば登山
や山菜採りで、山に入る方も多くなりますが、安全に山を楽しめ
るよう、入山する際の注意点もあわせて掲示しています。本格的
な山のシーズン前にぜひご覧ください。
「本屋大賞」は、書店員の投票によってノミネート作品・受賞
作が決まる賞で、これまで多くのベストセラーが生まれています。
4 月１４日（水）の発表の前に、今年ノミネートされた１０作品
から大賞を予想してはいかがでしょうか。

住所変更を行った場合はご連絡ください
年度末、年度初めは引っ越しの多い時期です。住所を変更された方は利用カード登録内容
の変更を行いますので、新住所の記入がある、保険証や免許証など住所が確認できるものを
ご持参のうえ、総合カウンターで手続きをお願いします。また、電話番号など利用カード登
録内容が変わった場合も同様の手続きが必要です。
柏崎市・刈羽村を転出し、柏崎市内に通学・通勤もしていない、という方につきましては、
お手数ですが電話等によりご連絡いただけるようお願いいたします。その他、不明な点など
はお問い合わせください。
【お問い合わせ・連絡先】

柏崎市立図書館（ソフィアセンター）
電話：０２５７-２２-２９２８
ＦＡＸ：０２５７-２１-２９３６
メールアドレス lib@city.kashiwazaki.lg.jp

おすすめ図書館資料・新着資料
「大きくなったね」って大人は言います。
「大
きくなったね」って子どもは言われます。
それでは、大きくなるということは、どう
いうことなのでしょうか。身体が大きくなる
ことだけでしょうか？

もしも子どもにきか

れたら、皆さんは何と答えますか？
この絵本を開いてみて下さい。色々な答え
「おおきくなるっていうことは」
中川ひろたか／文 村上康成／絵 童心社
絵本（Ｅ９ ムラ）

があるので、きっと「なるほど！」と思う答え
に出会えるのではないでしょうか。

２０１１年３月１１日、津波の最前線で取
材をしていた福島民友新聞の熊田記者は、命
と引きかえに地元の人間の命を救った。一方
で、目の前で津波に呑まれる人を救うことが
できなかった記者もいた……。ひとりの若者
「記者たちは海に向かった」津波と放射能
と福島民友新聞
門田 隆将／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
一般・ティーンズ（０７０．２ カ）

「お手軽気血ごはん」１週間で
必ず体がラクになる
瀬戸佳子／著 文化学園文
化出版局
一般（４９８．５ セ）

の死が仲間たちに残したものとは？
「命」
「新聞」とは何かを問う、新聞人たち
の壮絶な闘いを描いたノンフィクション。

「歩み Ｐａｒｔ１」
中澤卓也／唄 日本クラ
ウン
CＤ（２９０ ナカ）

「駄作の中にだけ俺がいる」
渡辺正悟／監督 ザ・ファ
クトリー
ＤＶＤ（７０２ タサ）

２０１７年、日本レコード

新潟市出身の現代美術家

大賞新人賞を受賞した長岡

会田誠の制作と生活を追っ

「血」が足りないと、いつも

市出身の演歌・歌謡曲歌手中

たドキュメンタリー映画。

小さな不調があり、気持ちも

澤卓也のオリジナルファー

ふさぎがちになります。朝が

ストアルバムです。

き

東洋医学でいう「気」と
けつ

物議を醸す作品の多い彼
も、私生活では現代美術家の

つらい、寒さも暑さも苦手、

未発表曲３曲に加え、「青

妻・息子と、気取らない毎日

髪や肌に潤いがない……、心

いダイヤモンド」「彼岸花の

を送っているようです。自身

当たりのある人は要注意。

咲く頃」「冬の蝶」など全

の生い立ちやＡＤＨＤとい

１３曲が収録されています。

う障害を淡々と語るかと思

日の食事に「気血ごはん」を

数多くのファンを魅了し

えば、裸の女性を躍らせて作

取り入れれば、体も心も楽に

ている伸びやかな歌声をぜ

品を撮るなど、振れ幅の広い

なってくるはずです。

ひお聴きください。

世界が垣間見られます。

手軽に作れるレシピで毎
き けつ
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※コロナウイルス感染拡大防止のため延期または中止になる場合があります。
また、入場を制限することがあります。

行事予定
開催日

行 事 名

３/３（水）
～２４（水）

柏崎犬のふれあい友
の会どうぶつ写真展

時

間

内容など

平日９：３０～１９：００
土日９：３０～１７：００

会員による写真の展
覧会
ただし３/２１は休館、３/２４は～１２：００
絵本を使った大人の
土曜日は絵本の時
１０：３０～１２：００ 癒しの時間
３/２０（土・祝）
間。
【要申し込み】
大洲コミセン水彩画
３/２６（金）
大洲コミセン水彩画サ ９：３０～１７：００
サークル「彩遊会」
ただし３/２８は～１６：００ の展覧会
～２８（日） ークル彩友会作品展
土曜日の映画上映
１回目 １０：００～
邦画「深夜食堂」
３/２７（土）
【要申し込み】
２回目 １３：３０～
会

３/２７（土）

絵本を楽しむ会

３/３１（水）
真貝新一写真展
～４/１７（土）

１５：００～１５：４０

絵本の読み聞かせ

場

所

２階展示
ホール
２階多目
的ホール
２階展示
ホール
２階多目
的ホール
１階えほ
んのへや

平日９：３０～１９：００ 当館所蔵の真貝新一 ２階展示
土日９：３０～１７：００ 氏撮影の写真を展示 ホール

催し物のご案内、多目的ホール上映会の番組表はホームページ（https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/toshokan/）
で見ることができます。
展示ホール･会議室のご利用については、ソフィアセンターまでお問い合わせください。

ソフィアセンターで住⺠票・印鑑登録証明書の発⾏業務は⾏っていません
年度末・年度始めは各種証明書の提出を求められる機会が多くなりますが、ソフィアセンターでは
住⺠票の写し・印鑑登録証明書等の発⾏は⾏っていません。住⺠票の写し・印鑑登録証明書等が必要
な⽅は市役所、⻄⼭・⾼柳町事務所へご請求ください。なお、マイナンバーカードをお持ちの⽅は指
定のコンビニで交付を受けることができます。詳しくは市役所市⺠課へお問合せください。

おはなし会の日

ソフィア・ラブ・ラブ・ライブラリー

職員・ボランティアによる紙芝居や絵本の
読み聞かせです。

毎週水曜日の午後０時３０分頃から「ＦＭピッ
カラ」で、ソフィアセンターのオススメ本やイ
ベントなどの情報をお伝えしています。

３/３（水） ３/１７（水）
１０：３０～
３/１９（金）
１５：３０～
ソフィアセンターからのひとこと

３/３
「金魚」
３/１０ 「甘～いお菓子のでて
くる本」
３/１７ 「緑」
３/２４ 「＃Ｇｏ Ｔｏ 読書」
３/３１ 「整理整頓」

2 月の特別休館の際は、ご不便をおかけし

ソフィアセンターのホー ムページから本やＣ

ました。蔵書点検・機器メンテナンス及びバ
ージョンアップ作業は無事終了しました。

Ｄ・ＤＶＤなどの検索・予約・貸出期間の延長
ができます
携帯電話用

発

行

日

令和３年（2021 年）３月１日

編集・発行

（柏崎市立図書館）
〒945-0065 柏崎市学校町２番４７号
電話 0257-22-2928 FAX 0257-21-2936
メールアドレス lib@city.kashiwazaki.lg.jp
ホームページ
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/toshokan/

※予約・延長にはパスワードが必要です
忘れた方はソフィアセンターへお問合せください

