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企画展「柏崎の花-Spring Collection-」
川上澄生
木版画

相澤陽一氏
スケッチ画

２月１１日（金・祝）から２３日（水・祝）まで、ソフィアセンター２階で「柏崎の花－Ｓ
ｐｒｉｎｇ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ－」を開催します。鑑賞した方に一足早い春を感じていただ
きたいという思いから、花をモチーフとした美術品などを集めた企画展です。テーマに沿って、
市民所有の美術品やコレクション、市内で創作活動をされている方々の作品など、花にまつわ
るものを展示します。
テーマ１「暮らしの中の花々」は、国の指定重要無形民俗文化財「綾子舞」の衣装、大崎雪
割草の里の雪割草の展示、柏崎で発見された新種のアザミ 2 種などを紹介します。
テーマ２「柏崎・花の名品」では、相澤陽一氏の花の水彩画・スケッチ画、柏崎植物友の会
花のスケッチ画・写真、柏崎市美術展覧会（市展）入賞作品、川上澄生の木版画、与謝野晶子
つね

の直筆の詩、魯山人の陶芸作品、中村彝の絵画といった美術品、生け花を展示します。
テーマ３「花を楽しむ」では、朗読とチェロ演奏、花をテーマにした映画や花の風景の上映、
絵本セラピスト🄬認定者による「花をテーマにした絵本」の読み聞かせ・参加者によるグルー
プワーク「土曜日は絵本の時間。
」を行います。
早春の柏崎を彩る花の展覧会にぜひご来場ください。

※開催時間は４面に記載

２月の特別休館のお知らせ
２月２８日（月）～３月１０日（木）は蔵書整理・機器保守点検のため休館します
●返却期限日が休館日にあたる場合は、貸出期限が延長されます。貸出伝票をご覧ください
●休館中に本や雑誌、ＣＤ・ＤＶＤを返却される方は、正面玄関の返却ポストをご利用ください

２
月

開館時間
平 日 ９：３０ ～ 19：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
６日（日）※第 3 日曜日から変更
２８日 （月 ）～3 月 １０日 （木 ）
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特設コーナー「花めぐり」をご利用ください
１階特設コーナーでは、２月１日（火）か
ら２月２７日（日）まで、
「花めぐり」をテー
マに、様々なジャンルから花にまつわる資料
を集めて展示しています。
今月、ソフィアセンター２階で開催する企
画展「柏崎の花－Spring Collection－」と連
動したこのコーナーでは、花の育て方や、紙・
布で花を作る手芸・工作の本といった実用的
なものから、ページをめくるだけで感性が磨
かれるような花の写真集、身近な花・植物について知識と教養を得られる季語事典、童
心に返るような名作童話集、身近な野の花を食べる人気小説など、様々な視点から花の
魅力を感じることのできる資料を展示しています。
また、大活字本、朗読ＣＤなど、様々な形態の資料も紹介し、より幅広い年齢層の方々
にご利用いただけるコーナーとなっています。
寒い冬の時期だからこそ「柏崎の花－Spring Collection－」の展示作品と、コーナ
ーの様々な花の本で、一足先にうららかな花の季節を感じてみてはいかがでしょうか。

延期していた人形劇「オズの魔法使い」を上演します
昨年 9 月の開催予定から延期となっていた「絵本・こどもフェスタ実行委員会」主催
の人形劇「オズの魔法使い」を３月に上演します。9 月開催予定の際に申込済の方の他、
定員に若干名の余裕があるため、追加申し込みを受付いたします。

竜巻に巻き込まれ、愛犬と一緒に不思議の国に飛ばされてしまった少女ドロシーと、
個性豊かな仲間たちの冒険を人形たちが演じます。長年愛されてきた児童文学が原作の
舞台をご家族でお楽しみください。
。
余裕があります

▼開催日時

３月１３日（日）１３：３０～１５：００
（１３：００開場）

▼会

場

▼参 加 費

柏崎市立図書館

２階展示ホール

１人５００円（当日払い）

▼募集人数 定員４０組１５０人程度のうち若干名（先着順）
▼申込方法

３月４日（金）までに柏崎市立図書館に、直接または
電話（２２－２９２８）でお申し込みください。
（２月 5 日受付開始）

▼そ の 他

２月２８日～３月１０日は休館中のため、電話でのみ
受付。
（この期間、土日は受付していません）
３歳以上が対象です。（託児はありません）

おすすめ図書館資料・新着資料
皆さんは、チョコレートは好きですか？
甘くておいしいですよね。おさるのジョージ
もチョコレートが大好きなんです。
ある日、きいろいぼうしのおじさんとドラ
イブにでかけると、チョコレートこうじょう
をみつけました。おじさんが買い物をしてい
「おさるのジョージ チョコレートこうじ
ょうへいく」
Ｍ.＆Ｈ.Ａレイ／原作 福本友美子／訳
岩波書店
絵本（Ｅ９ レイ）

る間に、しりたがりやのジョージは、こうじ
ょうの中へ入ってしまいました。さてさて、
何が起こるのでしょうか？

長崎の片田舎に建つ古い洋館には、幽霊が
出ると噂される複雑な構造の時計塔がそびえ
ていた。これを買い取った人物の名代で屋敷
を訪ねた青年北川光雄は、そこで絶世の美女
野末秋子と出逢い、虜になっていくが……。
たんどく

「幽霊塔」
江戸川乱歩／著 宮崎駿／カラー口絵
岩波書店
一般・ティーンズ（F エト）

中学時代からこの翻案小説を耽読したとい
う宮崎駿監督がカラー解説口絵で、怪奇ロマ
ンの世界へと誘う。

「食べものが足りない！」食料 「インフルエンザ予防」しっか 「夜間もやってる保育園」
危機問題がわかる本
り学ぼう！
大宮浩一／監督 東風
井出留美／著 手塚雅恵／
ＮＨＫエンタープライズ
ＤＶＤ（３６９ ヤカ）
絵 旬報社
ＤＶＤ（４９３ イン） 保育園でこどもたちが寝て
一般（６１１．３ イ）
いるのは、お昼寝の時間では
どこからともなく現れて、
世界最大級で、現在進行形

あっという間に大流行する

なく、みんな寝静まっている

の問題である食糧危機は、大

インフルエンザ。このＤＶＤ

はずの夜。夜間に働く人が社

規模な気候変動とコロナ禍

では、専門家監修のもと、風

会には多くいて、中にはこど

によって深刻化しています。

邪とインフルエンザの違い

もを持つ人たちもいます。

世界で１０人に１人が苦

や、ウイルス感染の仕組みと

夜もこどもを預かる保育

しんでいるという現実と、食

予防、感染した時の対処方な

園を通じて、新宿区、沖縄、

料危機が起きる理由、解決策

どが分かりやすく説明され

北海道、新潟のさまざまな人

をわかりやすく解説。６割以

ています。

と事情を知ることができま

上の食料を他国に依存して

インフルエンザへの正し

す。子を思う大人たちの姿か

いる日本で、個人でできるこ

い理解と、予防・感染拡大防

ら、多くのことを感じとれる

とから始めてみませんか？

止に活用できます。

ドキュメンタリー映画です。
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行事予定

※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。

開催日

行 事 名
絵本を楽しむ会

２/５（土）

２/１１（金 ・ 祝） 柏崎の花
～２/２３（水 ・ 祝） -Spring Collection-

時

間

１５：００～１５：４０

内容など
絵本の読み聞かせ

日９：３０～１８：００ 花をモチーフにした個
人・市所蔵の美術品な
土日祝９：３０～１７：００ どを展示【入場無料】
平

場

所

１階えほ
んのへや
２階ホー
ル他

２/１９（土）

土曜日は絵本の時
間。

１０：３０～１２：００

絵本を使った大人の ２階会議
癒しの時間
室
【要申し込み】

２/２０（日）

柏崎の花 -Spring
Collection- 映画上
映会

１３：３０～

洋画「マイ ビューテ ２階多目
ィフル ガーデン」上
的ホール
映【要申し込み】

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。

来館の際は人との距離を取り、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）
長時間の滞在はお控えください
御理解と御協力をお願いします

おはなし会の日

ソフィア・ラブ・ラブ・ライブラリー

職員による、紙芝居や絵本の読み聞かせ

毎週水曜日の午後０時３０分頃から「ＦＭピッ

です。

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。

２/２（水）
１０：３０～
ソフィアセンターからのひとこと
みぞれ

吹雪や霙など悪天候が続くこの時期、ソフ

２/２
２/９
２/１６
２/２３

「柏崎の花-Spring
Collection-」
「温かい小物を作る」
「狩猟」
「蔵書点検・虫」

ィアセンターで借りた資料を持ち運ぶ際に
は、濡れないようにご注意ください。
雪や雨が降っている時には、資料をビニー
ル袋に入れるなどの対応をお願いします。

ソフィアセンターのホームページから本や
ＣＤ・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４（2022 年）２月１日
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※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

